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

　 

4K HD フリー映像素材(29.97fps/RAW)

●     山 (Mountain) 
�❍     富士山 
�❍     鉢盛山 
�❍     北アルプス 
�❍     霞沢岳 
�❍     小嵩沢山 
�❍     穂高連峰 
�❍     穂高連峰[インターバル撮影] 
�❍     西穂高岳 
�❍     常念岳 
�❍     常念岳[インターバル撮影] 
�❍     大滝山 
�❍     大滝山[インターバル撮影] 
�❍     蝶ヶ岳 
�❍     横通岳 
�❍     東天井岳 
�❍     大天井岳 
�❍     槍ヶ岳 
�❍     鍋冠山 
�❍     燕岳 
�❍     有明山 
�❍     針ノ木岳 
�❍     餓鬼岳 
�❍     東餓鬼岳 
�❍     蓮華岳 
�❍     不動岳 
�❍     北葛岳 
�❍     赤沢岳 
�❍     鳴沢岳 
�❍     岩小屋沢岳 
�❍     爺ヶ岳 
�❍     布引山 
�❍     鹿島槍ヶ岳 
�❍     五龍岳 
�❍     白岳 
�❍     白馬鑓ヶ岳 
�❍     杓子岳 
�❍     白馬岳 
�❍     白馬八方尾根 
�❍     唐松岳 
�❍     小蓮華岳 
�❍     白馬乗鞍岳 
�❍     白馬連峰 
�❍     笠ヶ岳 
�❍     蒲田富士 
�❍     弓折岳 
�❍     佐俣岳 
�❍     錫杖岳 
�❍     焼岳 
�❍     双六岳 
�❍     大ノマ岳 
�❍     大喰岳 
�❍     大木場の辻 
�❍     中岳 
�❍     南岳 
�❍     白山 

4K HD フリー映像素材 
[Royalty Free 4K HD 
Footage (RED Raw 

format)]

このページは4K HD サイズ (3840x2160, RAW) 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10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Red Digital Cinema Camera 

CompanyのRAW形式(RC8:1)になっています。RAWデー

タですが圧縮されているためピクセルは高精細ではない
ことがあります。RED RAW形式なので編集ソフトで色合

いやコントラストを自由に非破壊のまま調整することが
できます。REDのRAW形式を扱うにはAdobe Premiere

やFinal Cut Pro X、REDCINE-X(無料)などが必要です。 

RAW形式で色などを調整（現像／カラーグレーディン

グ）すると以下のようになります。色合いなどは自由に
調整できますので、作成する映像に合わせて利用してく
ださい。 
 
●現像前 

  
●現像処理後（Adobe Premiere CS6を使用） 
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http://www.adobe.com/jp/products/premiere.html
http://www.apple.com/jp/finalcutpro/
http://www.red.com/products/redcine-x
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�❍     抜戸岳 
�❍     緑の笠 
�❍     鷲羽岳 
�❍     樅沢岳 
�❍     高ボッチ山 
�❍     前鉢伏山 
�❍     鉢伏山[+鉢伏山から見える景色] 
�❍     三才山 
�❍     袴越山 
�❍     武石峰 
�❍     二ッ石峰 
�❍     入山 
�❍     御鷹山 
�❍     スバリ岳 
�❍     黒鼻山 
�❍     四阿屋山 
�❍     大洞山 
�❍     長峰山 
�❍     浅間山 
�❍     鷲ヶ峰[+鷲ヶ峰から見える景色] 
�❍     北八ヶ岳 
�❍     八ヶ岳 
�❍     車山 
�❍     入笠山 
�❍     北横岳 
�❍     蓼科山 
�❍     三ノ沢岳／三沢岳 
�❍     木曽駒ヶ岳 
�❍     木曽駒ヶ岳[インターバル撮影] 
�❍     糸瀬山 
�❍     御嶽山 
�❍     御嶽山[インターバル撮影] 
�❍     御嶽山（噴火） 
�❍     山吹山 
�❍     乗鞍岳 
�❍     甲斐駒ヶ岳 
�❍     仙丈岳／仙丈ヶ岳 
�❍     駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳 
�❍     宝剣岳 
�❍     南アルプス 
�❍     鳳凰山 
�❍     農鳥岳 
�❍     中白峰 
�❍     間ノ岳 
�❍     鋸岳 
�❍     霧訪山 
�❍     長野県 浅間山鬼押出し／浅間山鬼押出し

園 
�❍     妙高山 
�❍     山（一般） 

●     空／夜景 (Sky/Night/Night view) 
�❍     空（一般） 
�❍     雲（一般） 
�❍     積乱雲／入道雲 
�❍     レンズ雲 
�❍     飛行機雲 
�❍     巻層雲 
�❍     積雲 
�❍     層雲 
�❍     層積雲 

 

●色合いを調整 

 

 

  

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。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/ (2/19) [18/04/05 10:47:48]

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
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�❍     絹雲／筋雲 
�❍     太陽の暈 
�❍     雲海 
�❍     彩雲／瑞雲／慶雲／紫雲 
�❍     日の出／サンライズ 
�❍     夕日／夕焼け／黄昏 
�❍     夕日／夕焼け／黄昏[インターバル撮影] 
�❍     虹／レインボー 
�❍     夜景 
�❍     早回し／インターバル撮影／タイムラプス 

●     月 (Moon) 
�❍     月（一般） 
�❍     中秋の名月 
�❍     月蝕：2014年10月8日 
�❍     月：スーパームーン：2015年9月28日 

●     宇宙関係 (Universe) 
�❍     長野県 国立天文台野辺山宇宙電波観測所 

●     炎 (Fire) 
�❍     たき火／焚火 
�❍     火の見櫓 

●     霜・霜柱 (Frost) 
�❍     霜・霜柱 

●     川 (River) 
�❍     長野県 梓川 
�❍     長野県 奈良井川 
�❍     長野県松本市 薄川（すすきがわ） 
�❍     長野県 糠沢川 
�❍     長野県 天竜川 
�❍     長野県 木曽川 
�❍     長野県 伊奈川 
�❍     長野県 王滝川 
�❍     長野県 犀川 
�❍     長野県白馬村 松川 
�❍     長野県 造蔵川 
�❍     長野県 田川 
�❍     長野県 大沢川 
�❍     長野県 渋川 
�❍     長野県 三峰川 
�❍     長野県 濁沢川 
�❍     長野県 大田切川 
�❍     長野県 鈴ケ沢 
�❍     山梨県 神宮川 
�❍     山梨県 釜無川 
�❍     山梨県 釜無川 採石場 

●     水門 (Gate) 
�❍     長野県岡谷市 釜口水門 

●     滝 (Waterfall) 
�❍     長野県木島平村 幻の滝／樽滝(雄滝・雌滝) 
�❍     長野県高森町 不動滝 
�❍     長野県大桑村 吉報の滝 
�❍     長野県塩尻市 御寿山の滝 
�❍     長野県茅野市 霧降の滝 
�❍     長野県木曽郡王滝村 清滝 
�❍     長野県木曽郡王滝村 新滝 
�❍     長野県上松町 小野の滝 
�❍     長野県辰野町 よきとぎの滝 

●     4K HD QuickTime H.264 (3840x2160、30f)

●     4K HD Vertical 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。 

2005-2015 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/30f/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/24f/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p_vertical/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/3D/60i/
http://www.openspc2.org/HDTV/
http://www.openspc2.org/HDTV/
mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://www.openspc2.org/blog/
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�❍     長野県茅野市 おしどり隠しの滝 
�❍     長野県茅野市 乙女滝 
�❍     長野県大桑村 六段の滝 
�❍     長野県軽井沢町 白糸の滝 
�❍     長野県大桑村 樽ヶ沢の滝 
�❍     長野県木祖村 床並の平垂 
�❍     長野県木祖村 床並の滝 
�❍     長野県大桑村 雨現の滝 
�❍     長野県泰阜村 なめくりの滝 
�❍     長野県麻績村 佳好砥の滝 
�❍     長野県筑北村 大滝八潭 
�❍     岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝） 
�❍     栃木県 竜頭の滝 
�❍     茨城県　袋田の滝 

●     湖 (Lake) 
�❍     長野県 諏訪湖 
�❍     長野県 自然湖 
�❍     長野県 奥木曽湖 
�❍     長野県 沓沢湖 
�❍     長野県 美鈴湖 
�❍     長野県 みどり湖 
�❍     長野県 田川浦湖 
�❍     長野県 女神湖 
�❍     長野県 白樺湖 
�❍     長野県 松原湖 
�❍     長野県 蓼科湖 
�❍     長野県 青木湖 
�❍     長野県 中綱湖 
�❍     長野県 木崎湖 
�❍     長野県 聖湖 
�❍     山梨県 山中湖 
�❍     福井県 三方五湖 

●     池／泉 (Pond) 
�❍     長野県佐久穂町 白駒の池 
�❍     長野県茅野市 御射鹿池 
�❍     長野県塩尻市 えびの子水苑 
�❍     長野県塩尻市 小坂田池 
�❍     長野県松本市 塩倉池 
�❍     長野県松本市 神沢池 
�❍     長野県松本市 番場池 
�❍     新潟県糸魚川市 高浪の池 

●     海／海岸／港 (Sea) 
�❍     海[一般] 
�❍     東京湾 
�❍     千葉県 犬吠埼 
�❍     千葉県 九十九里浜 
�❍     神奈川県 稲村ヶ崎 
�❍     神奈川県 七里ヶ浜 
�❍     神奈川県 城ヶ島 
�❍     神奈川県 三ツ石海岸 
�❍     茨城県　大洗海岸 
�❍     富山県 氷見市 脇方 漁港 
�❍     石川県 志賀町 機具岩(はたごいわ) 
�❍     石川県 志賀町 世界一長いベンチ 
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�❍     石川県 志賀町 遊覧船 
�❍     石川県 志賀町 海岸 
�❍     石川県 珠洲市 禄剛埼灯台 
�❍     石川県 輪島市 窓岩 
�❍     石川県 能登半島 
�❍     石川県 珠洲市 海[一般] 
�❍     愛知県 名古屋港 
�❍     愛知県 野間海岸 
�❍     沖縄県 石垣島 川平湾 
�❍     沖縄県 石垣島 新川 
�❍     沖縄県 石垣島 玉取崎 
�❍     沖縄県 石垣島 平久保崎 
�❍     沖縄県 竹富島 カイジ浜 
�❍     沖縄県 竹富島 コンドイビーチ 
�❍     沖縄県 竹富島 西桟橋 
�❍     沖縄県 かりゆしビーチ 
�❍     沖縄県 真栄田岬 
�❍     沖縄県 万座毛 
�❍     静岡県 今井浜海岸 
�❍     静岡県 まどが浜海遊公園 
�❍     静岡県 城ヶ崎海岸 
�❍     静岡県清水市 三保の松原 
�❍     静岡県下田市 龍宮窟 
�❍     静岡県下田市 田牛海水浴場 
�❍     三重県志摩市　市後浜 
�❍     三重県御浜町　七里御浜 
�❍     和歌山県串本町　潮岬 
�❍     徳島県 大浜海岸 
�❍     徳島県 大浜海岸 夫婦岩 

●     砂丘／砂 (Sand/Sand dunes) 
�❍     静岡県浜松市　中田島砂丘 

●     島／半島 (Island) 
�❍     沖縄県 石垣島 

●     雪 (Snow) 
�❍     雪 

●     氷 (Ice) 
�❍     白川氷柱群 

●     樹氷／霧氷／雨氷 
�❍     樹氷／霧氷／雨氷 

●     渓谷／峡谷／谷 
�❍     長野県大桑村 阿寺渓谷 
�❍     長野県茅野市 横谷渓谷 
�❍     長野県筑北村 差切峡 
�❍     長野県辰野町 横川峡 
�❍     新潟県糸魚川市 ヒスイ峡 

●     高原／湿原 
�❍     長野県 霧ヶ峰高原 
�❍     長野県 栂池高原 
�❍     長野県 戸隠高原 
�❍     長野県 美ヶ原高原 
�❍     長野県 高ボッチ高原 
�❍     長野県 蓼科高原 
�❍     長野県 聖高原 
�❍     長野県 やぶはら高原 
�❍     長野県 開田高原 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/ (5/19) [18/04/05 10:47:48]



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

�❍     長野県 中山高原 
�❍     長野県 野辺山高原 

●     城 (Castle) 
�❍     長野県 国宝 松本城 
�❍     長野県 埴原城跡 
�❍     長野県 高島城 
�❍     長野県 北熊井城趾 
�❍     岐阜県 郡上八幡城 
�❍     愛知県 名古屋城 
�❍     兵庫県 国宝 姫路城 

●     ダム (Dam) 
�❍     富山県 黒部ダム 
�❍     長野県 牛伏寺砂防ダム 
�❍     長野県 奈良井ダム 
�❍     長野県 美和ダム 
�❍     長野県 味噌川ダム 
�❍     長野県 牧尾ダム 
�❍     長野県 常盤ダム 
�❍     長野県 横川ダム 
�❍     長野県 西大滝ダム 
�❍     長野県 姫川第二ダム 
�❍     長野県 姫川第三ダム 
�❍     長野県 北山ダム 
�❍     長野県 泰阜ダム 

●     橋 (Bridge) 
�❍     東京都 レインボーブリッジ 
�❍     神奈川県横浜市 横浜ベイブリッジ 
�❍     長野県塩尻市 木曽の大橋 
�❍     長野県松本市 アルプス大橋 
�❍     長野県南木曽町 桃介橋 
�❍     長野県伊那市 明神橋 
�❍     沖縄県 ニライ橋カナイ橋 
�❍     和歌山県串本町 くしもと橋 
�❍     徳島県 大鳴門橋 

●     花 (Flower) 
�❍     あじさい／紫陽花（一般） 
�❍     あじさい／紫陽花【藍姫】 
�❍     あじさい／紫陽花【甘茶】 
�❍     あじさい／紫陽花【天城甘茶】 
�❍     あじさい／紫陽花【アナベル】 
�❍     あじさい／紫陽花【ありがとう】 
�❍     あじさい／紫陽花【アリラン】 
�❍     あじさい／紫陽花【旭の舞姫】 
�❍     あじさい／紫陽花【紅額あじさい】 
�❍     あじさい／紫陽花【紅剣】 
�❍     あじさい／紫陽花【別子てまり】 
�❍     あじさい／紫陽花【ビブレイ】 
�❍     あじさい／紫陽花【ブルーフレッシュ】 
�❍     あじさい／紫陽花【ブルーキング】 
�❍     あじさい／紫陽花【コサージュ】 
�❍     あじさい／紫陽花【ダンスパーティ】 
�❍     あじさい／紫陽花【ドンブルー】 
�❍     あじさい／紫陽花【フェアリーアイ】 
�❍     あじさい／紫陽花【エンドレスサマー】 
�❍     あじさい／紫陽花【フラウクミコ】 
�❍     あじさい／紫陽花【フラウマリコ】 
�❍     あじさい／紫陽花【富士なでしこ】 
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�❍     あじさい／紫陽花【富士の滝】 
�❍     あじさい／紫陽花【グリーンシャ

ドー】 
�❍     あじさい／紫陽花【グリューンヘルツ】 
�❍     あじさい／紫陽花【ハーレキン】 
�❍     あじさい／紫陽花【初恋】 
�❍     あじさい／紫陽花【姫紅額あじさい】 
�❍     あじさい／紫陽花【ホベラ】 
�❍     あじさい／紫陽花【インテグリフォリア】 
�❍     あじさい／紫陽花【伊予花火】 
�❍     あじさい／紫陽花【伊予の青絣】 
�❍     あじさい／紫陽花【伊予の薄墨】 
�❍     あじさい／紫陽花【城ヶ崎】 
�❍     あじさい／紫陽花【柏葉あじさい】 
�❍     あじさい／紫陽花【キララ】 
�❍     あじさい／紫陽花【清澄沢】 
�❍     あじさい／紫陽花【胡蝶の舞】 
�❍     あじさい／紫陽花【九重錦】 
�❍     あじさい／紫陽花【九重の桜】 
�❍     あじさい／紫陽花【子持ち七段花】 
�❍     あじさい／紫陽花【コンペイトウ】 
�❍     あじさい／紫陽花【江冠雪】 
�❍     あじさい／紫陽花【紅】 
�❍     あじさい／紫陽花【黒姫】 
�❍     あじさい／紫陽花【ララ】 
�❍     あじさい／紫陽花【マジカルガーネッ

ト】 
�❍     あじさい／紫陽花【万華鏡】 
�❍     あじさい／紫陽花【ミカコ】 
�❍     あじさい／紫陽花【未来】 
�❍     あじさい／紫陽花【ミスサオリ】 
�❍     あじさい／紫陽花【虹】 
�❍     あじさい／紫陽花【大虹】 
�❍     あじさい／紫陽花【ピンクアナベル】 
�❍     あじさい／紫陽花【鹿鳴館】 
�❍     あじさい／紫陽花【緑星】 
�❍     あじさい／紫陽花【笹の舞】 
�❍     あじさい／紫陽花【セリーナ】 
�❍     あじさい／紫陽花【七段花】 
�❍     あじさい／紫陽花【東雲】 
�❍     あじさい／紫陽花【白富士】 
�❍     あじさい／紫陽花【白花姫あじさい】 
�❍     あじさい／紫陽花【白ツルあじさい】 
�❍     あじさい／紫陽花【シーキーズドワーフ】 
�❍     あじさい／紫陽花【スノーフレーク】 
�❍     あじさい／紫陽花【スクロスワッカーバー

ト】 
�❍     あじさい／紫陽花【隅田の花火】 
�❍     あじさい／紫陽花【サンセット】 
�❍     あじさい／紫陽花【テマリテマリ】 
�❍     あじさい／紫陽花【トカラあじさい】 
�❍     あじさい／紫陽花【剣が舞】 
�❍     あじさい／紫陽花【うずあじさい】 
�❍     あじさい／紫陽花【ウェディングドレス】 
�❍     あじさい／紫陽花【ホワイトダイヤモン

ド】 
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�❍     あじさい／紫陽花【ホワイトウェブ】 
�❍     あじさい／紫陽花【八重咲き甘茶】 
�❍     あじさい／紫陽花【楊貴妃】 
�❍     あじさい／紫陽花【ユルゲグューテス】 
�❍     アロエ 
�❍     リンゴ／林檎【ふじ】 
�❍     アズマイチゲ 
�❍     キクザキイチゲ 
�❍     ハクサンイチゲ／白山一華 
�❍     コバイモ 
�❍     牡丹／ぼたん 
�❍     コンフリー／ヒレハリソウ 
�❍     コスモス／秋桜 
�❍     福寿草 
�❍     藤／藤の花 
�❍     花桃 
�❍     彼岸花／曼珠沙華／リコリス 
�❍     ヒメオドリコウソウ／姫踊り子草 
�❍     ホタルブクロ／蛍袋 
�❍     花水木／ハナミズキ 
�❍     百日草 
�❍     イタドリ 
�❍     カキオドシ 
�❍     カタクリ／片栗 
�❍     金鎖／黄花藤 
�❍     クリンソウ／九輪草 
�❍     ハス／蓮 
�❍     曼珠沙華 
�❍     マンサク／金縷梅 
�❍     マルメロ 
�❍     ミツバツツジ 
�❍     水芭蕉 
�❍     モクレン／木蓮 
�❍     菜の花 
�❍     ナズナ／ぺんぺん草／シャミセングサ／三

味線草 
�❍     日光黄菅／ニッコウキスゲ 
�❍     ニリンソウ／二輪草 
�❍     ニセアカシア 
�❍     オオイヌノフグリ 
�❍     桃の花 
�❍     レンギョウ／連翹 
�❍     バラ／薔薇：長野県伊那市 ローズガーデ

ン 
�❍     サルビア 
�❍     桜（一般） 
�❍     枝垂れ桜 
�❍     桜：染井吉野（ソメイヨシノ） 
�❍     桜：大島桜（オオシマザクラ） 
�❍     桜：片丘桜（カタオカザクラ） 
�❍     桜：山梨県白洲町 流川 
�❍     桜：長野県伊那市 高遠城址公園 
�❍     桜：長野県飯田市座光寺 麻績の里：舞台

桜 
�❍     桜：長野県岡谷市 横河川 
�❍     桜：長野県箕輪町 権現桜 
�❍     桜：長野県 諏訪湖 
�❍     桜：長野県松本市 弘法山古墳 
�❍     桜：山梨県北杜市武川町 神代桜 
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�❍     サンシュユ／山茱萸 
�❍     節分草 
�❍     ソバ／蕎麦 
�❍     長野県上伊那郡箕輪町 赤そばの里 
�❍     スイレン／睡蓮 
�❍     水仙 
�❍     すもも 
�❍     ひまわり／向日葵 
�❍     しゃくなげ／石楠花 
�❍     スイレン／睡蓮 
�❍     立葵／タチアオイ 
�❍     つばき／椿 
�❍     つつじ 
�❍     つつじ：長野県岡谷市 鶴峯公園 
�❍     つつじ：長野県 霧ヶ峰高原 
�❍     つつじ：長野県 高ボッチ高原 
�❍     つつじ：長野県 鉢伏山 
�❍     ドウダンツツジ／灯台躑躅 
�❍     チューリップ 
�❍     ウマノアシガタ 
�❍     梅／ウメ 
�❍     ザゼンソウ／座禅草 
�❍     ジャーマンアイリス 
�❍     あやめ／アヤメ／菖蒲／アイリス 
�❍     姫女菀／ヒメジョオン 
�❍     雪柳／ゆきやなぎ 
�❍     シロツメクサ／白詰草 
�❍     キツネノカミソリ／狐の剃刀 
�❍     ウバユリ／姥百合 
�❍     ビオラ 
�❍     芝桜／シバザクラ 
�❍     矢車菊／ヤグルマギク 
�❍     桃色昼咲き月見草 
�❍     セイタカアワダチソウ／背高泡立草 
�❍     花：不明な花0001 
�❍     花：不明な花0002 
�❍     花：不明な花0003 
�❍     花：不明な花0004 
�❍     花：不明な花0005 
�❍     花：不明な花0006 
�❍     花：不明な花0007 
�❍     花：不明な花0008 
�❍     花：不明な花0009 
�❍     花：不明な花0010 
�❍     花：不明な花0011 
�❍     花：不明な花0012 
�❍     花：不明な花0013 
�❍     花：不明な花0014 

●     植物 (plant) 
�❍     草（雑草） 
�❍     あかざ 
�❍     とうもろこし／コーン 
�❍     ダイコンソウ 
�❍     大豆 
�❍     ふきのとう 
�❍     ゴボウ／牛蒡 
�❍     ヒエ／稗 
�❍     インゲン 
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�❍     キャベツ 
�❍     こごみ 
�❍     わらび／ワラビ／蕨 
�❍     キュウリ／胡瓜 
�❍     サニーレタス／リーフレタス 
�❍     レタス 
�❍     麦（コモ卯木・大麦） 
�❍     長芋／ながいも 
�❍     ナンテン／南天 
�❍     エノコログサ／ネコジャラシ／葱 
�❍     ネギ／葱 
�❍     野沢菜 
�❍     オオハンゴンソウ 
�❍     パセリ 
�❍     芋／ジャガイモ／ポテト 
�❍     カボチャ／南瓜／パンプキン 
�❍     シダ／歯朶 
�❍     すすき 
�❍     タラ／タラの芽 
�❍     トマト 
�❍     つくし 
�❍     ウリ／瓜 
�❍     荒れ地瓜／アレチウリ 
�❍     研草／木賊／とくさ 

●     樹木 (tree) 
�❍     樹木一般 
�❍     栗／栗の木 
�❍     枝垂れ栗 
�❍     白樺 
�❍     銀杏／イチョウ／ギンナン 
�❍     紅葉／もみじ／こうよう 
�❍     朴の木／朴葉／ほうばの素材 
�❍     桂／かつら 
�❍     漆／うるし 
�❍     竹／竹林 
�❍     榧／カヤ 
�❍     松 
�❍     イチイ 
�❍     ソヨゴ／冬青 
�❍     柊／ひいらぎ 
�❍     柿の木 

●     果物／フルーツ (fruit) 
�❍     柿＿＿＿＿＿ 

●     茸／キノコ (mushroom) 
�❍     不明なキノコ0001 

●     畑／水田 (Field) 
�❍     畑＿＿＿＿＿ 
�❍     水田／田んぼ 

●     鳥 (bird) 
�❍     鴨／カモ 
�❍     白鳥／スワン 
�❍     雉／キジ/a> 

●     動物 (animal) 
�❍     猫 
�❍     牛／ウシ 
�❍     蛙／カエル／おたまじゃくし／オタマジャ

クシ 
●     昆虫・毛虫／虫 (insect) 

�❍     毛虫 
�❍     蜘蛛／クモ 
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�❍     蝗／イナゴ 
�❍     蝶々／バタフライ 

●     市 (City) 
�❍     長野県塩尻市 
�❍     長野県松本市 
�❍     長野県茅野市 
�❍     長野県安曇野市 
�❍     長野県大町市 
�❍     長野県駒ヶ根市 

●     町 (Town) 
�❍     長野県 辰野町 
�❍     長野県 木曽町 
�❍     長野県 南木曽町 
�❍     長野県 高森町 

●     村 (Village) 
�❍     長野県 筑北村 
�❍     長野県 木祖村 
�❍     長野県 朝日村 
�❍     長野県 大桑村 
�❍     長野県 王滝村 
�❍     長野県 白馬村 
�❍     長野県 原村 
�❍     長野県 栄村 
�❍     長野県 宮田村 
�❍     長野県 中川村 
�❍     長野県 南牧村 
�❍     沖縄県 国頭郡恩納村 

●     役所／市役所 
�❍     長野県松本市役所 

●     学校 
�❍     長野県塩尻市 田川高校 

●     寺・神社 (Temple) 
�❍     長野県塩尻市 長興寺 
�❍     長野県塩尻市 福聚寺 
�❍     長野県塩尻市 池生神社 
�❍     長野県塩尻市 常光寺（北熊井） 
�❍     長野県塩尻市 郷福寺 
�❍     長野県塩尻市 無量寺 
�❍     長野県塩尻市 松林寺 
�❍     長野県塩尻市 東漸寺 
�❍     長野県塩尻市 善立寺 
�❍     長野県塩尻市 本山神社 
�❍     長野県塩尻市 大宮八幡 
�❍     長野県松本市 玄向寺 
�❍     長野県松本市 保福寺 
�❍     長野県松本市 法船寺 
�❍     長野県松本市 蓮華寺 
�❍     長野県松本市 桃昌寺 
�❍     長野県松本市 常楽寺 
�❍     長野県松本市 弘長寺 
�❍     長野県松本市 大神社 
�❍     長野県辰野町 上横川神社 
�❍     長野県辰野町 源上神社 
�❍     長野県岡谷市 船魂神社 
�❍     長野県茅野市 聖光寺 
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�❍     長野県諏訪郡原村 深叢寺 
�❍     長野県木曽町 熊野神社 
�❍     長野県大桑村 定勝寺 
�❍     長野県大桑村 妙覚寺 
�❍     長野県伊那市 遠照寺 
�❍     長野県飯田市 元善光寺 
�❍     長野県飯田市 麻績神社 
�❍     長野県大町市 木崎湖：仁科神社 
�❍     山梨県甲府市 武田神社 

●     重要文化財／遺跡／史跡／史蹟 
�❍     神奈川県 横浜赤レンガ倉庫 
�❍     長野県松本市 フランス式階段工（ダム） 

●     宿／宿場／ホテル／宿泊所 
�❍     長野県塩尻市 本山宿 
�❍     長野県塩尻市 奈良井宿 
�❍     長野県塩尻市 アスティ片丘 
�❍     長野県大桑村 須原宿 
�❍     長野県南木曽町 妻籠宿 

●     古民家 
�❍     古民家 

●     施設／工場 
�❍     ラーラ松本 

●     道路（国道／県道／高速道路／市道）・パーキングエ
リア／サービスエリア／道の駅 

�❍     国道20号 
�❍     長野県　県道294号／郷原街道 
�❍     長野県塩尻市／松本市 山麓線 
�❍     小黒川パーキングエリア 

●     峠 
�❍     長野県茅野市 杖突峠 
�❍     長野県 麦草峠 
�❍     長野県塩尻市 塩尻峠 
�❍     長野県塩尻市・伊那市 権兵衛峠 
�❍     長野県木曽郡木曽町 九蔵峠 

●     トンネル／隧道 (Tunnel) 
�❍     長野県木曽郡王滝村 常盤トンネル 
�❍     長野県木曽郡木祖村 山吹トンネル 
�❍     長野県大町市 青木湖第1号トンネル 

●     温泉 (Spa) 
�❍     群馬県吾妻郡草津町 草津温泉 
�❍     長野県山ノ内町 地獄谷野猿公苑（地獄谷温

泉） 
�❍     長野県南木曽町 富貴畑高原温泉郷 
�❍     長野県塩尻市 田川浦温泉 

●     観光地／観光施設 
�❍     北海道旭川市 就実の丘 
�❍     北海道美瑛町 青い池 
�❍     北海道美瑛町 千代田の丘 
�❍     北海道美瑛町 三愛の丘 
�❍     北海道美瑛町 セブンスターの木 
�❍     北海道美瑛町 マイルドセブンの丘 
�❍     北海道美瑛町 パッチワークの路 
�❍     北海道美瑛町 新栄の丘 
�❍     北海道美瑛町 四季彩の丘 
�❍     北海道富良野 フラワーランドかみふらの 
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�❍     北海道富良野 ファーム富田 ラベンダー園 
�❍     北海道留萌市 黄金岬 
�❍     富山県 黒部ダム 
�❍     新潟県 親不知 
�❍     長野県安曇野市 大王わさび農場 
�❍     長野県 上高地 
�❍     長野県木曽郡上松町 寝覚ノ床 
�❍     長野県 赤沢自然休養林 
�❍     長野県 富士見高原リゾート 
�❍     長野県 浅間山鬼押出し園 
�❍     長野県 奥蓼科 
�❍     長野県 蓼科牧場 
�❍     長野県 原村自然文化園 
�❍     長野県 松本市四賀 福寿草まつり 
�❍     長野県 一茶記念館 
�❍     富山県 立山黒部アルペンルート 
�❍     静岡県賀茂郡西伊豆町 堂ヶ島 
�❍     静岡県伊豆市 恋人岬 
�❍     静岡県伊豆市 黄金岬 
�❍     静岡県駿東郡清水町 柿田川遊水池 
�❍     静岡県清水市 三保の松原 
�❍     静岡県下田市 龍宮窟 
�❍     静岡県下田市 田牛海水浴場 
�❍     岐阜県 白川郷 
�❍     岐阜県 五箇山の合掌造り集落 
�❍     石川県志賀町 巌門洞窟 
�❍     福井県坂井市 東尋坊 
�❍     山梨県 本栖湖 富士芝桜まつり 
�❍     山梨県 西湖いやしの里根場 
�❍     群馬県 丸沼 
�❍     栃木県 金精峠 
�❍     栃木県 湯の湖 
�❍     和歌山県串本町　橋杭岩 

●     タワー／塔 
�❍     東京スカイツリー 

●     牧場 
�❍     長野県 蓼科牧場 

●     スキー場 (Ski) 
�❍     長野県大町市 サンアルピナ鹿島槍スキー

場 
●     砂嵐／砂塵嵐／黄砂 (Storm) 

�❍     砂嵐 
●     公園 (Park) 

�❍     長野県松本市 信州スカイパーク（松本空港
公園） 

�❍     長野県塩尻市 桜の丘公園 
�❍     長野県岡谷市 小野立公園 
�❍     長野県岡谷市 やまびこ公園 
�❍     長野県岡谷市 花岡公園 
�❍     長野県南木曽町 天白公園 
�❍     千葉県富津市 千葉県立富津公園 
�❍     新潟県能生町 かもめ公園 

●     イベント／行事 (Event) 
�❍     諏訪湖祭湖上花火大会 2014年8月15日 
�❍     全国新作花火競技大会 2014年9月6日 
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�❍     全国新作花火競技大会 2017年9月2日 
�❍     長野県 諏訪湖サマーナイトフェスティバ

ル 2017年 
�❍     高ボッチ高原 観光草競馬 2015年8月2日 
�❍     鯉のぼり／こいのぼり 

●     機械 (Machine) 
�❍     水車 

●     空港 (Airport) 
�❍     千葉県 成田国際空港／成田空港 

●     ロープウェイ (Ropeway) 
�❍     新穂高ロープウェイ 

●     電車／列車／汽車 (Train) 
�❍     特急あずさ 
�❍     特急スーパーあずさ 
�❍     123系 
�❍     211系 
�❍     江ノ島電鉄 

●     駅周辺 (station) 
�❍     長野県 塩尻駅周辺 
�❍     ●篠ノ井線 
�❍     長野県 広丘駅周辺 
�❍     長野県 村井駅周辺 
�❍     長野県 平田駅周辺 
�❍     長野県 南松本駅周辺 
�❍     長野県 松本駅周辺 
�❍     長野県 田沢駅周辺 
�❍     長野県 明科駅周辺 
�❍     長野県 西条駅周辺 
�❍     長野県 坂北駅周辺 
�❍     長野県 聖高原駅周辺 
�❍     長野県 冠着駅周辺 
�❍     長野県 姨捨駅周辺 
�❍     長野県 稲荷山駅周辺 
�❍     長野県 篠ノ井駅周辺 
�❍     ●信越本線 
�❍     長野県 今井駅周辺 
�❍     長野県 川中島駅周辺 
�❍     長野県 安茂里駅周辺 
�❍     長野県 長野駅周辺 
�❍     長野県 北長野駅周辺 
�❍     長野県 三才駅周辺 
�❍     長野県 豊野駅周辺 
�❍     長野県 牟礼駅周辺 
�❍     長野県 古間駅周辺 
�❍     長野県 黒姫駅周辺 
�❍     長野県 妙高高原駅周辺 
�❍     長野県 関山駅周辺 
�❍     長野県 二本木駅周辺 
�❍     長野県 新井駅周辺 
�❍     長野県 北新井駅周辺 
�❍     ●中央東線 
�❍     長野県 みどり湖駅周辺 
�❍     長野県 小野駅周辺 
�❍     長野県 信濃川島駅周辺 
�❍     長野県 辰野駅周辺 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/ (14/19) [18/04/05 10:47:48]



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

�❍     長野県 川岸駅周辺 
�❍     長野県 岡谷駅周辺 
�❍     長野県 下諏訪駅周辺 
�❍     長野県 上諏訪駅周辺 
�❍     長野県 茅野駅周辺 
�❍     長野県 青柳駅周辺 
�❍     長野県 すずらんの里駅周辺 
�❍     長野県 富士見駅周辺 
�❍     長野県 信濃境駅周辺 
�❍     ●中央西線 
�❍     長野県 洗馬駅周辺 
�❍     長野県 日出塩駅周辺 
�❍     長野県 贄川駅周辺 
�❍     長野県 木曽平沢駅周辺 
�❍     長野県 奈良井駅周辺 
�❍     長野県 薮原駅周辺 
�❍     長野県 宮ノ越駅周辺 
�❍     長野県 原野駅周辺 
�❍     長野県 木曽福島駅周辺 
�❍     長野県 上松駅周辺 
�❍     長野県 倉本駅周辺 
�❍     長野県 須原駅周辺 
�❍     長野県 大桑駅周辺 
�❍     長野県 野尻駅周辺 
�❍     長野県 十二兼駅周辺 
�❍     長野県 南木曽駅周辺 
�❍     長野県 田立駅周辺 
�❍     ●飯山線 
�❍     長野県 豊野駅周辺 
�❍     長野県 信濃浅野駅周辺 
�❍     長野県 立ヶ花駅周辺 
�❍     長野県 上今井駅周辺 
�❍     長野県 替佐駅周辺 
�❍     長野県 蓮駅周辺 
�❍     長野県 飯山駅周辺 
�❍     長野県 北飯山駅周辺 
�❍     長野県 信濃平駅周辺 
�❍     長野県 戸狩野沢温泉駅周辺 
�❍     長野県 上境駅周辺 
�❍     長野県 上桑名川駅周辺 
�❍     長野県 桑名川駅周辺 
�❍     長野県 西大滝駅周辺 
�❍     長野県 信濃白鳥駅周辺 
�❍     長野県 平滝駅周辺 
�❍     長野県 横倉駅周辺 
�❍     長野県 森宮野原駅周辺 
�❍     ●大糸線 
�❍     長野県 北松本駅周辺 
�❍     長野県 島内駅周辺 
�❍     長野県 島高松駅周辺 
�❍     長野県 梓橋駅周辺 
�❍     長野県 一日市場駅周辺 
�❍     長野県 中萱駅周辺 
�❍     長野県 南豊科駅周辺 
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�❍     長野県 豊科駅周辺 
�❍     長野県 柏矢町駅周辺 
�❍     長野県 穂高駅周辺 
�❍     長野県 有明駅周辺 
�❍     長野県 安曇追分駅周辺 
�❍     長野県 細野駅周辺 
�❍     長野県 北細野駅周辺 
�❍     長野県 信濃松川駅周辺 
�❍     長野県 安曇沓掛駅周辺 
�❍     長野県 信濃常盤駅周辺 
�❍     長野県 南大町駅周辺 
�❍     長野県 信濃大町駅周辺 
�❍     長野県 北大町駅周辺 
�❍     長野県 信濃木崎駅周辺 
�❍     長野県 稲生駅周辺 
�❍     長野県 海ノ口駅周辺 
�❍     長野県 簗場駅周辺 
�❍     長野県 ヤナバスキー場前駅周辺 
�❍     長野県 南神城駅周辺 
�❍     長野県 神城駅周辺 
�❍     長野県 飯森駅周辺 
�❍     長野県 白馬駅周辺 
�❍     長野県 信濃森上駅周辺 
�❍     長野県 白馬大池駅周辺 
�❍     長野県 千国駅周辺 
�❍     長野県 南小谷駅周辺 
�❍     長野県 中土駅周辺 
�❍     長野県 北小谷駅周辺 
�❍     新潟県 平岩駅周辺 
�❍     ●飯田線 
�❍     長野県 宮木駅周辺 
�❍     長野県 伊那新町駅周辺 
�❍     長野県 羽場駅周辺 
�❍     長野県 沢駅周辺 
�❍     長野県 伊那松島駅周辺 
�❍     長野県 木ノ下駅周辺 
�❍     長野県 北殿駅周辺 
�❍     長野県 田畑駅周辺 
�❍     長野県 伊那北駅周辺 
�❍     長野県 伊那市駅周辺 
�❍     長野県 下島駅周辺 
�❍     長野県 沢渡駅周辺 
�❍     長野県 赤木駅周辺 
�❍     長野県 宮田駅周辺 
�❍     長野県 大田切駅周辺 
�❍     長野県 駒ヶ根駅周辺 
�❍     長野県 小町屋駅周辺 
�❍     長野県 伊那福岡駅周辺 
�❍     長野県 田切駅周辺 
�❍     長野県 飯島駅周辺 
�❍     長野県 伊那本郷駅周辺 
�❍     長野県 七久保駅周辺 
�❍     長野県 高遠原駅周辺 
�❍     長野県 伊那田島駅周辺 
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�❍     長野県 上片桐駅周辺 
�❍     長野県 伊那大島駅周辺 
�❍     長野県 山吹駅周辺 
�❍     長野県 下平駅周辺 
�❍     長野県 市田駅周辺 
�❍     長野県 下市田駅周辺 
�❍     長野県 元善光寺駅周辺 
�❍     長野県 伊那上郷駅周辺 
�❍     長野県 桜町駅周辺 
�❍     長野県 飯田駅周辺 
�❍     長野県 切石駅周辺 
�❍     長野県 鼎駅周辺 
�❍     長野県 下山村駅周辺 
�❍     長野県 伊那八幡駅周辺 
�❍     長野県 毛賀駅周辺 
�❍     長野県 駄科駅周辺 
�❍     長野県 時又駅周辺 
�❍     長野県 川路駅周辺 
�❍     長野県 天竜峡駅周辺 
�❍     長野県 千代駅周辺 
�❍     長野県 金野駅周辺 
�❍     長野県 唐笠駅周辺 
�❍     長野県 門島駅周辺 
�❍     長野県 田本駅周辺 
�❍     長野県 温田駅周辺 
�❍     長野県 為栗駅周辺 
�❍     長野県 平岡駅周辺 
�❍     長野県 鶯巣駅周辺 
�❍     長野県 伊那小沢駅周辺 
�❍     長野県 中井侍駅周辺 
�❍     ●松本電鉄上高地線（島々線） 
�❍     長野県 西松本駅周辺 
�❍     長野県 渚駅周辺 
�❍     長野県 信濃荒井駅周辺 
�❍     長野県 大庭駅周辺 
�❍     長野県 下新駅周辺 
�❍     長野県 北新 松本大学前駅周辺 
�❍     長野県 新村駅周辺 
�❍     長野県 三溝駅周辺 
�❍     長野県 森口駅周辺 
�❍     長野県 下島駅周辺 
�❍     長野県 波田駅周辺 
�❍     長野県 渕東駅周辺 
�❍     長野県 新島々駅周辺 
�❍     長野県 旧島々駅周辺 
�❍     ●上田電鉄　別所線 
�❍     長野県 上田駅周辺 
�❍     長野県 城下駅周辺 
�❍     長野県 三好町駅周辺 
�❍     長野県 赤坂上駅周辺 
�❍     長野県 上田原駅周辺 
�❍     長野県 寺下駅周辺 
�❍     長野県 神畑駅周辺 
�❍     長野県 大学前駅周辺 
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�❍     長野県 下之郷駅周辺 
�❍     長野県 中塩田駅周辺 
�❍     長野県 塩田町駅周辺 
�❍     長野県 中野駅周辺 
�❍     長野県 舞田駅周辺 
�❍     長野県 八木沢駅周辺 
�❍     長野県 別所温泉駅周辺 
�❍     ●長野電鉄長野線 
�❍     長野駅周辺 
�❍     市役所前駅周辺 
�❍     権堂駅周辺 
�❍     善光寺下駅周辺 
�❍     本郷駅周辺 
�❍     桐原駅周辺 
�❍     信濃吉田駅周辺 
�❍     朝陽駅周辺 
�❍     付属中学前駅周辺 
�❍     柳原駅周辺 
�❍     村山駅周辺 
�❍     日野駅周辺 
�❍     須坂駅周辺 
�❍     北須坂駅周辺 
�❍     小布施駅周辺 
�❍     都住駅周辺 
�❍     桜沢駅周辺 
�❍     延徳駅周辺 
�❍     信州中野駅周辺 
�❍     中野松川駅周辺 
�❍     信濃竹原駅周辺 
�❍     夜間瀬駅周辺 
�❍     上條駅周辺 
�❍     湯田中駅周辺 
�❍     ●しなの鉄道 
�❍     長野県 篠ノ井駅周辺 
�❍     屋代高校前駅周辺 
�❍     屋代駅周辺 
�❍     千曲駅周辺 
�❍     戸倉駅周辺 
�❍     坂城駅周辺 
�❍     テクノさかき駅周辺 
�❍     西上田駅周辺 
�❍     上田駅周辺 
�❍     信濃国分寺駅周辺 
�❍     大屋駅周辺 
�❍     田中駅周辺 
�❍     滋野駅周辺 
�❍     小諸駅周辺 
�❍     平原駅周辺 
�❍     御代田駅周辺 
�❍     信濃追分駅周辺 
�❍     中軽井沢駅周辺 
�❍     軽井沢駅周辺 
�❍     ●小海線 
�❍     小諸駅駅周辺 
�❍     東小諸駅周辺 
�❍     乙女駅周辺 
�❍     三岡駅周辺 
�❍     美里駅周辺 
�❍     中佐都駅周辺 
�❍     佐久平駅周辺 
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 [Royalty Free 4K HD Footage]フリー映像素材4K HD 

�❍     岩村田駅周辺 
�❍     北中込駅周辺 
�❍     滑津駅周辺 
�❍     中込駅周辺 
�❍     太田部駅周辺 
�❍     龍岡城駅周辺 
�❍     臼田駅周辺 
�❍     青沼駅周辺 
�❍     羽黒下駅周辺 
�❍     海瀬駅周辺 
�❍     八千穂駅周辺 
�❍     高岩駅周辺 
�❍     馬流駅周辺 
�❍     小海駅周辺 
�❍     松原湖駅周辺 
�❍     海尻駅周辺 
�❍     佐久海ノ口駅周辺 
�❍     佐久広瀬駅周辺 
�❍     信濃川上駅周辺 
�❍     野辺山駅周辺 
�❍     清里駅周辺 
�❍     甲斐大泉駅周辺 
�❍     甲斐小泉駅周辺 
�❍     小淵沢駅周辺 
�❍     ●長野新幹線 
�❍     長野駅周辺 
�❍     長野県 上田駅周辺 
�❍     佐久平駅周辺 
�❍     軽井沢駅周辺 
�❍     ●新穂高ロープウェイ 
�❍     岐阜県 しらかば平駅 
�❍     ●東京 
�❍     東京都 東京駅周辺 

●     その他 (etc) 
�❍     道祖神・歌碑・石碑・馬頭観音等 
�❍     砂塵嵐・砂嵐 
�❍     太陽光発電／太陽光パネル／ソーラー発電

／ソーラーパネル 
�❍     鉄塔 
�❍     選挙 

topページへ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/ (19/19) [18/04/05 10:47:48]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【富士山】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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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鉢盛山】 【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 鉢盛山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 鉢盛山の素材

     
 
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
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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【長野県 北アルプス】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 北アルプスの素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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【長野県 霞沢岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 霞沢岳の素材

    
 
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
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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【長野県 小嵩沢山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 小嵩沢山の素材

     

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 小嵩沢山】

 
【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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穂高連峰】 【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 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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穂高連峰】 【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
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穂高連峰】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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 穂高連峰【インターバル撮影】】

4K HDフリー映像素材【長野県 穂高連峰【イン
ターバル撮影】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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【インターバル撮影】の素材
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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【インターバル撮影】】

     

     

     

     

   
 
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
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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【インターバル撮影】】

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)【西穂高岳】

4K HDフリー映像素材【西穂高岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

西穂高岳の素材

     

     

     

   
 
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。 
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【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【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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【長野県 常念岳【イン
ターバル撮影】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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【インターバル撮影】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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 常念岳【インターバル撮影】】

【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 大滝山】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 大滝山】

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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大滝山【インターバル撮影】】 【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【イン
ターバル撮影】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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【インターバル撮影】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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大滝山【インターバル撮影】】 【長野県)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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蝶ヶ岳】 【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 蝶ヶ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 蝶ヶ岳の素材

     

     

     

     

 
 
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
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蝶ヶ岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/index.html (2/3) [18/04/05 10:55:35]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0040/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0051/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0052/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0053/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0054/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0055/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0056/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0057/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0058/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0059/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0060/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0061/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0062/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0063/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/yokodoushidake/0064/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 横通岳】

【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【長野県 東天井岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 東天井岳の素材

  
 
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
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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【長野県 大天井岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大天井岳の素材

     

     

   
 
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。 
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【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【長野県 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 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
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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【長野県 鍋冠山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 鍋冠山の素材

     

     

     

     

 
 
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
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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【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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
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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【長野県 有明山(安曇野)】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 有明山(安曇野)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
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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 針ノ木岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 針ノ木岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 針ノ木岳の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 針ノ木岳】

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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餓鬼岳】 【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 餓鬼岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 餓鬼岳の素材
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餓鬼岳】 【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。 
 
【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　東餓鬼岳】)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　東餓鬼岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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　東餓鬼岳の素材

 
 
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
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【長野県　東餓鬼岳】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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】

     

   
 
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 不動岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 不動岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 不動岳の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 不動岳】

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/30f/mountain/fudoudake/index.html (2/2) [18/04/05 10:59:50]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 北葛岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 北葛岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 北葛岳の素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 北葛岳】

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/30f/mountain/kitakuzudake/index.html (2/2) [18/04/05 11:00:03]



赤沢岳】 【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 赤沢岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 赤沢岳の素材

    
 
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
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赤沢岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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/30f/mountain/akazawadake/index.html (2/2) [18/04/05 11:00:16]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 岩小屋沢岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 岩小屋沢岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 岩小屋沢岳の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 岩小屋沢岳】

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/30f/mountain/iwagoyazawadake/index.html (2/2) [18/04/05 11:00:31]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 爺ヶ岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 爺ヶ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 爺ヶ岳の素材

     

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 爺ヶ岳】

 
【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/30f/mountain/jiigatake/index.html (2/2) [18/04/05 11:00:51]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 布引山】

4K HDフリー映像素材【長野県 布引山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 布引山の素材

   
 
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
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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【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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
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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【長野県 五龍岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 五龍岳の素材

     

     

     

     

     
 
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
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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【長野県・富山県 白岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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・富山県 白岳の素材

    
 
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
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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【長野県 白馬鑓ヶ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 白馬鑓ヶ岳の素材

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 白馬鑓ヶ岳】

【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 杓子岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 杓子岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 杓子岳の素材

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 杓子岳】

【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 白馬岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 白馬岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 白馬岳の素材

     

     

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 白馬岳】

 
【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 白馬八方尾根】

4K HDフリー映像素材【長野県 白馬八方尾根】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 白馬八方尾根の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 白馬八方尾根】

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 唐松岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 唐松岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 唐松岳の素材

     

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 唐松岳】

【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 小蓮華岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 小蓮華岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 小蓮華岳の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 小蓮華岳】

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　白馬乗鞍岳】

4K HDフリー映像素材【長野県　白馬乗鞍岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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　白馬乗鞍岳の素材

 
 
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？ 
【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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　白馬乗鞍岳】

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 白馬連峰】

4K HDフリー映像素材【長野県 白馬連峰】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 白馬連峰の素材

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 白馬連峰】

 
【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)【岐阜県 笠ヶ岳】

4K HDフリー映像素材【岐阜県 笠ヶ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

岐阜県 笠ヶ岳の素材

   
 
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？ 
【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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【岐阜県 笠ヶ岳】

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)【蒲田富士】

4K HDフリー映像素材【蒲田富士】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

蒲田富士の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【蒲田富士】

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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【弓折岳】)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【弓折岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

弓折岳の素材

     

  
 
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。 
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【弓折岳】)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)【佐俣岳】

4K HDフリー映像素材【佐俣岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

佐俣岳の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【佐俣岳】

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)【錫杖岳】

4K HDフリー映像素材【錫杖岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

錫杖岳の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【錫杖岳】

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)【焼岳】

4K HDフリー映像素材【焼岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

焼岳の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【焼岳】

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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【双六岳】)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【双六岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

双六岳の素材

    
 
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
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【双六岳】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【大ノマ岳】

4K HDフリー映像素材【大ノマ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

大ノマ岳の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【大ノマ岳】

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/30f/mountain/oonomadake/index.html (2/2) [18/04/05 11:06:53]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【大喰岳】

4K HDフリー映像素材【大喰岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

大喰岳の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【大喰岳】

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)【大木場の辻】

4K HDフリー映像素材【大木場の辻】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

大木場の辻の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【大木場の辻】

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)【中岳】

4K HDフリー映像素材【中岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

中岳の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【中岳】

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)【南岳】

4K HDフリー映像素材【南岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【南岳】

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)【白山】

4K HDフリー映像素材【白山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

白山の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【白山】

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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【抜戸岳】)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【抜戸岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

抜戸岳の素材

     

   
 
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。 
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【抜戸岳】)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)【緑の笠】

4K HDフリー映像素材【緑の笠】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

緑の笠の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【緑の笠】

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)【鷲羽岳】

4K HDフリー映像素材【鷲羽岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

鷲羽岳の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【鷲羽岳】

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)【樅沢岳】

4K HDフリー映像素材【樅沢岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

樅沢岳の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【樅沢岳】

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 高ボッチ山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 高ボッチ山の素材
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高ボッチ山】 【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 前鉢伏山】

4K HDフリー映像素材【長野県 前鉢伏山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 前鉢伏山の素材

     

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 前鉢伏山】

 
【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【長野県 鉢伏山[+鉢伏山
から見える景色]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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[+鉢伏山から見える景色]の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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。 
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【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/30f/mountain/hachibuseyama/index.html (4/4) [18/04/05 11:11:16]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 三才山】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 三才山の素材
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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 袴越山】

4K HDフリー映像素材【長野県 袴越山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 袴越山の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 袴越山】

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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武石峰】 【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 武石峰】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 武石峰の素材

   
 
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
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武石峰】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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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二ッ石峰】 【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 二ッ石峰】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 二ッ石峰の素材

   
 
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
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二ッ石峰】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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 入山】

4K HDフリー映像素材【長野県 入山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 入山の素材

  
 
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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/iriyama/index.html (1/2) [18/04/05 11:12:43]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/iriyama/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/iriyama/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 入山】

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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御鷹山】 【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 御鷹山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 御鷹山の素材

   
 
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
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御鷹山】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【スバリ岳】

4K HDフリー映像素材【スバリ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

スバリ岳の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【スバリ岳】

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　黒鼻山】

4K HDフリー映像素材【長野県　黒鼻山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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　黒鼻山の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　黒鼻山】

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　四阿屋山[あずまやさん]】

4K HDフリー映像素材【長野県　四阿屋山[あず
まやさん]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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　四阿屋山[あずまやさん]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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　四阿屋山[あずまやさん]】

 
【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　大洞山】

4K HDフリー映像素材【長野県　大洞山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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　大洞山の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　大洞山】

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 長峰山】

4K HDフリー映像素材【長野県 長峰山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 長峰山の素材

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 長峰山】

 
【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)【浅間山（鬼押し出し）】

4K HDフリー映像素材【浅間山（鬼押し出し）】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

浅間山（鬼押し出し）の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【浅間山（鬼押し出し）】

     

   
 
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【長野県 鷲ヶ峰[+鷲ヶ峰
から見える景色]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 鷲ヶ峰[+鷲ヶ峰から見える景色]の素材
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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【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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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【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【長野県 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
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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 八ヶ岳】

【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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車山】 【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 車山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 車山の素材

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/index.html (1/2) [18/04/05 11:17:57]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/mountain/kurumayama/0035/index.html


車山】 【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 入笠山】

4K HDフリー映像素材【長野県 入笠山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 入笠山の素材

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 入笠山】

 
【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)【北横岳】

4K HDフリー映像素材【北横岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北横岳の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北横岳】

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)【蓼科山】

4K HDフリー映像素材【蓼科山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

蓼科山の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【蓼科山】

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 三沢岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 三沢岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 三ノ沢岳／三沢岳の素材

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 三沢岳】

【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 木曽駒ヶ岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 木曽駒ヶ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 木曽駒ヶ岳の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 木曽駒ヶ岳】

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 木曽駒ヶ岳[インターバル撮影]】

4K HDフリー映像素材【長野県 木曽駒ヶ岳[イン
ターバル撮影]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 木曽駒ヶ岳[インターバル撮影]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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 木曽駒ヶ岳[インターバル撮影]】

 
【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 糸瀬山】

4K HDフリー映像素材【長野県 糸瀬山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 糸瀬山の素材

 
 
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
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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【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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【長野県 御嶽山[インター
バル撮影]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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[インターバル撮影]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。 
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【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【長野県 御嶽山［噴
火］】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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［噴火］の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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。 
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【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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山吹山】 【長野県木曽郡木祖村)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【長野県木曽郡木祖村 山
吹山】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木祖村 山吹山の素材

     

  
 
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？ 
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山吹山】 【長野県木曽郡木祖村)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 乗鞍岳】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 乗鞍岳】

 
【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)【山梨県 甲斐駒ヶ岳】

4K HDフリー映像素材【山梨県 甲斐駒ヶ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県 甲斐駒ヶ岳の素材

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県 甲斐駒ヶ岳】

 
【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/山梨県 仙丈ヶ岳／仙丈岳】

4K HDフリー映像素材【長野県/山梨県 仙丈ヶ岳
／仙丈岳】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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/山梨県 仙丈ヶ岳／仙丈岳の素材

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県/山梨県 仙丈ヶ岳／仙丈岳】
【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　駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳】)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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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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【長野県　駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳】)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。 
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【長野県　駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳】)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)【長野県　宝剣岳】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　宝剣岳】

 
【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)【南アルプス】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【南アルプス】

     

     

     

     
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【南アルプス】

【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)【鳳凰山】

4K HDフリー映像素材【鳳凰山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

鳳凰山の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【鳳凰山】

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)【農鳥岳】

4K HDフリー映像素材【農鳥岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

農鳥岳の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【農鳥岳】

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/30f/mountain/noutoridake/index.html (2/2) [18/04/05 11:25:50]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【中白峰】

4K HDフリー映像素材【中白峰】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

中白峰の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【中白峰】

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/30f/mountain/nakashirane/index.html (2/2) [18/04/05 11:25:56]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【間ノ岳】

4K HDフリー映像素材【間ノ岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

間ノ岳の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【間ノ岳】

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/30f/mountain/ainotake/index.html (2/2) [18/04/05 11:26:08]



【鋸岳】)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【鋸岳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

鋸岳の素材

  
 
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
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【鋸岳】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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　霧訪山】

4K HDフリー映像素材【長野県　霧訪山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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　霧訪山の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　霧訪山】

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 浅間山鬼押し出し園】

4K HDフリー映像素材【長野県 浅間山鬼押し出
し園】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 浅間山鬼押し出し園の素材

     

     

     

     

    
 
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
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 浅間山鬼押し出し園】

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)【新潟県 妙高山】

4K HDフリー映像素材【新潟県 妙高山】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県 妙高山の素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県 妙高山】

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/30f/mountain/myoukousan/index.html (2/2) [18/04/05 11:27:18]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山[一般]】

4K HDフリー映像素材【山[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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山[一般]の素材
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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)【山[一般]】

 
【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)【雲[一般]】

4K HDフリー映像素材【雲[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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

雲[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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【雲[一般]】

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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】]一般[【雲)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【雲[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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

雲[一般]の素材
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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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】]一般[【雲)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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【積乱雲／入道雲】)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【積乱雲／入道雲】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

積乱雲／入道雲の素材
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【積乱雲／入道雲】)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)【レンズ雲】

4K HDフリー映像素材【レンズ雲】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

レンズ雲の素材

     

     
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【レンズ雲】

【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)【雲[飛行機雲]】

4K HDフリー映像素材【雲[飛行機雲]】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

雲[飛行機雲]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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【雲[飛行機雲]】

【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)【巻層雲】

4K HDフリー映像素材【巻層雲】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

巻層雲の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【巻層雲】

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/30f/sky/kensouun/index.html (2/2) [18/04/05 11:30:22]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【積雲】

4K HDフリー映像素材【積雲】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

積雲の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【積雲】

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)【層雲】

4K HDフリー映像素材【層雲】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

層雲の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【層雲】

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/30f/sky/souun/index.html (2/2) [18/04/05 11:30:49]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【層積雲】

4K HDフリー映像素材【層積雲】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

層積雲の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【層積雲】

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/30f/sky/sousekiun/index.html (2/2) [18/04/05 11:31:04]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【絹雲／筋雲】

4K HDフリー映像素材【絹雲／筋雲】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

絹雲／筋雲の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【絹雲／筋雲】

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)【太陽の暈／Halo】

4K HDフリー映像素材【太陽の暈／Halo】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

太陽の暈／Halo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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【太陽の暈／Halo】

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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【雲海】)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【雲海】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

雲海の素材

     

     

     
 
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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【雲海】)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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【彩雲／瑞雲／慶雲／紫雲】)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【彩雲／瑞雲／慶雲／紫
雲】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

彩雲／瑞雲／慶雲／紫雲の素材

  
 
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。 
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【彩雲／瑞雲／慶雲／紫雲】)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。 
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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】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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
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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】

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)【夕日／夕焼け／黄昏】

4K HDフリー映像素材【夕日／夕焼け／黄昏】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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／夕焼け／黄昏の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【夕日／夕焼け／黄昏】

     

    
 
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)【夕日／夕焼け／黄昏【インターバル撮影】】

4K HDフリー映像素材【夕日／夕焼け／黄昏【イ
ンターバル撮影】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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／夕焼け／黄昏【インターバル撮影】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)【夕日／夕焼け／黄昏【インターバル撮影】】
【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)【虹／レインボー】

4K HDフリー映像素材【虹／レインボー】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

虹／レインボーの素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【虹／レインボー】

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)【夜景】

4K HDフリー映像素材【夜景】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

夜景の素材

     

   
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【夜景】

【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)【雲[早回し／インターバル撮影／タイムラプス]】

4K HDフリー映像素材【雲[早回し／インターバ
ル撮影／タイムラプス]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

雲[早回し／インターバル撮影／タイムラプス]の素材
>>次のページへ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【雲[早回し／インターバル撮影／タイムラプス]】

     

     

      
>>次のページへ 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【雲[早回し／インターバル撮影／タイムラプス]】

 
【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)【月【一般】】

4K HDフリー映像素材【月【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

月【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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【月【一般】】

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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】】]夜 [15【月：【中秋の名月)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【月：【中秋の名月 [15
夜]】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

月：【中秋の名月 [15夜]】の素材
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】】]夜 [15【月：【中秋の名月)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)【月：【月蝕：2014年10月8日】】

4K HDフリー映像素材【月：【月蝕：2014年10
月8日】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

月：【月蝕：2014年10月8日】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【月：【月蝕：2014年10月8日】】

 
【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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日】28月9年2015【月：スーパームーン：)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【月：スーパームーン：
2015年9月28日】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

月：スーパームーン：2015年9月28日の素材

     

    
 
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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日】28月9年2015【月：スーパームーン：)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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国立天文台野辺山宇宙電波観測所】 【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 国立天文台野辺
山宇宙電波観測所】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 国立天文台野辺山宇宙電波観測所の素材

   
 
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/30f/universe/nobeyama/index.html (1/2) [18/04/05 11:36:29]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/universe/nobeyama/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/universe/nobeyama/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/universe/nobeyama/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


国立天文台野辺山宇宙電波観測所】 【長野県)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【炎：たき火／焚火】

4K HDフリー映像素材【炎：たき火／焚火】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

炎：たき火／焚火の素材

     

  
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【炎：たき火／焚火】

【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/30f/fire/takibi/index.html (2/2) [18/04/05 11:36:47]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【火の見櫓】

4K HDフリー映像素材【火の見櫓】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

火の見櫓の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【火の見櫓】

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)【霜、霜柱・樹氷／霧氷／雨氷】

4K HDフリー映像素材【霜、霜柱・樹氷／霧氷／
雨氷】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

霜、霜柱・樹氷／霧氷／雨氷の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【霜、霜柱・樹氷／霧氷／雨氷】
　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 梓川】

4K HDフリー映像素材【長野県 梓川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 梓川の素材

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 梓川】

 
【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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奈良井川】 【長野県塩尻市)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【長野県塩尻市 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 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。 
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奈良井川】 【長野県塩尻市)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。 
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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 薄川（すすきがわ）】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 薄川（す
すきがわ）】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 薄川（すすきがわ）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？ 
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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 薄川（すすきがわ）】

【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)【長野県塩尻市 糠沢川】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 糠沢川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 糠沢川の素材

     

  
 
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。 
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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 糠沢川】

【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 天竜川】

4K HDフリー映像素材【長野県 天竜川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 天竜川の素材

     

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 天竜川】

【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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木曽川】 【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 木曽川の素材
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木曽川】 【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 伊那川】

4K HDフリー映像素材【長野県 伊那川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 伊那川の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 伊那川】

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 王滝川】

4K HDフリー映像素材【長野県 王滝川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 王滝川の素材

     

     

     

     

     

    
 
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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 王滝川】

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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犀川】 【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 犀川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 犀川の素材

     

     

     

     

 
 
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
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犀川】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【長野県白馬村 松川】

4K HDフリー映像素材【長野県白馬村 松川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県白馬村 松川の素材

     

     

     

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県白馬村 松川】

 
【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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造蔵川】 【長野県塩尻市)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【長野県塩尻市 造蔵川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 造蔵川の素材

    
 
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
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造蔵川】 【長野県塩尻市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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 田川】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 田川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 田川の素材

     

     

     

     

     

    
 
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://
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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 田川】

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)【長野県塩尻市 大沢川】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 大沢川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大沢川の素材

     
 
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
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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 大沢川】

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)【長野県茅野市 渋川】

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 渋川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 渋川の素材

     

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 渋川】

【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)【長野県伊那市 三峯川】

4K HDフリー映像素材【長野県伊那市 三峯川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 三峯川の素材

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県伊那市 三峯川】

 
【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)【長野県木曽郡王滝村 濁沢川】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡王滝村 濁
沢川】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡王滝村 濁沢川の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡王滝村 濁沢川】

【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 大田切川】

4K HDフリー映像素材【長野県 大田切川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大田切川の素材

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 大田切川】

 
【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)【長野県木曽郡王滝村 鈴ケ沢】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡王滝村 鈴
ケ沢】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡王滝村 鈴ケ沢の素材

     

  
 
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)【長野県木曽郡王滝村 鈴ケ沢】
【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)【山梨県北杜市 神宮川】

4K HDフリー映像素材【山梨県北杜市 神宮川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県北杜市 神宮川の素材

     

     

     

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県北杜市 神宮川】

 
【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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釜無川】 【山梨県)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【山梨県 釜無川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県 釜無川の素材

     

     

     

  
 
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。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...r/river/yamanashi/kamanashigawa/index.html (1/2) [18/04/05 11:45:20]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/river/yamanashi/kamanashigawa/0017/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


釜無川】 【山梨県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【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)【山梨県 釜無川 採石場】

4K HDフリー映像素材【山梨県 釜無川 採石場】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県 釜無川 採石場の素材

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県 釜無川 採石場】

【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)【長野県岡谷市 釜口水門】

4K HDフリー映像素材【長野県岡谷市 釜口水
門】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 釜口水門の素材

     

     

     

     

  
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県岡谷市 釜口水門】

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)【長野県下高井郡木島平村 幻の滝／樽滝(雄滝・雌滝)】

4K HDフリー映像素材【長野県下高井郡木島平
村 幻の滝／樽滝(雄滝・雌滝)】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下高井郡木島平村 幻の滝／樽滝(雄滝・雌滝)の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下高井郡木島平村 幻の滝／樽滝(雄滝・雌滝)】

     

    
 
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)【長野県高森町 不動滝】

4K HDフリー映像素材【長野県高森町 不動滝】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県高森町 不動滝の素材

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県高森町 不動滝】

【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)【長野県木曽郡大桑村 吉報の滝】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 吉
報の滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 吉報の滝の素材

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 吉報の滝】

 
【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 御寿山の滝】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 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。 
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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 御寿山の滝】

 
【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)【長野県茅野市 霧降の滝】

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 霧降の
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 霧降の滝の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 霧降の滝】

【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)【長野県木曽郡王滝村 清滝】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡王滝村 清
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡王滝村 清滝の素材

     

     

     

     

     
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡王滝村 清滝】

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)【長野県木曽郡王滝村 新滝】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡王滝村 新
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡王滝村 新滝の素材

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡王滝村 新滝】
【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)【長野県上松町 小野の滝】

4K HDフリー映像素材【長野県上松町 小野の
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上松町 小野の滝の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上松町 小野の滝】

     
 
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)【長野県辰野町 よきとぎの滝】

4K HDフリー映像素材【長野県辰野町 よきと
ぎの滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県辰野町 よきとぎの滝の素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県辰野町 よきとぎの滝】
【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)【長野県茅野市 おしどり隠しの滝】

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 おしどり
隠しの滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 おしどり隠しの滝の素材

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 おしどり隠しの滝】
【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)【長野県茅野市 乙女滝】

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 乙女滝】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 乙女滝の素材

     

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 乙女滝】

 
【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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六段の滝】 【長野県木曽郡大桑村)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【長野県木曽郡大桑村 六
段の滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 六段の滝の素材

     

  
 
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？ 
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六段の滝】 【長野県木曽郡大桑村)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県軽井沢町 白糸の滝】

4K HDフリー映像素材【長野県軽井沢町 白糸の
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県軽井沢町 白糸の滝の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県軽井沢町 白糸の滝】
【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)【長野県木曽郡大桑村 樽ヶ沢の滝】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 
樽ヶ沢の滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 樽ヶ沢の滝の素材

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽ヶ沢の滝】
【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)【長野県木祖村 床並の平垂】

4K HDフリー映像素材【長野県木祖村 床並の平
垂】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 床並の平垂の素材

     

     

     

     

    
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木祖村 床並の平垂】

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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...erfall/nagano/tokonaminohiradaru/index.html (2/2) [18/04/05 11:52:29]

http://www.openspc2.org/


床並の滝】 【長野県木祖村)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 床並の
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 床並の滝の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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床並の滝】 【長野県木祖村)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)【長野県木曽郡大桑村 雨現の滝】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 雨
現の滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 雨現の滝の素材

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 雨現の滝】

 
【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/30f/waterfall/nagano/ugen/index.html (2/2) [18/04/05 11:53:08]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡泰阜村 
なめくりの滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝の素材

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝】
【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)【長野県東筑摩郡麻績村 佳好砥の滝】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡麻績村 
佳好砥の滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡麻績村 佳好砥の滝の素材

     

     

 
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/waterfall/nagano/kakodo/index.html (1/2) [18/04/05 11:53:51]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 佳好砥の滝】

【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)【長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡筑北村 
大滝八潭】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭（おおたきはったん）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)【長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭】
【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)【岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝）】

4K HDフリー映像素材【岐阜県高山村 雷滝（裏
見の滝）】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝）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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝）】
【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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竜頭の滝】 【栃木県日光市)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【栃木県日光市 竜頭の
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

栃木県日光市 竜頭の滝の素材

     

     

     

     

 
 
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。
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竜頭の滝】 【栃木県日光市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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【茨城県久慈郡大子町　袋
田の滝】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

茨城県久慈郡大子町　袋田の滝の素材

     

     

    
 
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？ 
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【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 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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【長野県木曽郡王滝村 自
然湖】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡王滝村 自然湖の素材
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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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【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【長野県 奥木曽湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 奥木曽湖の素材
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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【長野県塩尻市 沓沢湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 沓沢湖の素材

     

     

     

  
 
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。 
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【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【長野県 美鈴湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 美鈴湖の素材
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質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 美鈴湖】

　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)【長野県塩尻市 みどり湖】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 みどり
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 みどり湖の素材
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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 みどり湖】

     

     

   
 
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
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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 みどり湖】

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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田川浦湖】 【長野県塩尻市)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【長野県塩尻市 田川浦
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 田川浦湖の素材

     

     

  
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...f/water/lake/nagano/tagawaurako/index.html (1/2) [18/04/05 12:01:48]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/lake/nagano/tagawaurako/0012/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


田川浦湖】 【長野県塩尻市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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/...f/water/lake/nagano/tagawaurako/index.html (2/2) [18/04/05 12:01:48]



女神湖】 【長野県立科町)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【長野県立科町 女神湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県立科町 女神湖の素材

     

  
 
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？ 

【回答】できます。 
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女神湖】 【長野県立科町)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 白樺湖】

4K HDフリー映像素材【長野県 白樺湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 白樺湖の素材

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 白樺湖】

 
【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)【長野県南佐久郡小海町 松原湖】

4K HDフリー映像素材【長野県南佐久郡小海町 
松原湖】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南佐久郡小海町 松原湖の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖】

  
 
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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蓼科湖】 【長野県茅野市)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【長野県茅野市 蓼科湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 蓼科湖の素材

     

     

     

   
 
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。 
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蓼科湖】 【長野県茅野市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【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 青木湖】

4K HDフリー映像素材【長野県 青木湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 青木湖の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 青木湖】

     

     

     

     

     

     

     

    
 
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)【長野県 青木湖】

 
【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/30f/water/lake/nagano/aokiko/index.html (3/3) [18/04/05 12:04:24]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 中綱湖】

4K HDフリー映像素材【長野県 中綱湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 中綱湖の素材

     

     

  
 
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。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...f/water/lake/nagano/nakatsunako/index.html (1/2) [18/04/05 12:04:42]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 中綱湖】

 
【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 木崎湖】

4K HDフリー映像素材【長野県 木崎湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 木崎湖の素材

     

     

     

     

     

  
 
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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 木崎湖】

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)【長野県東筑摩郡麻績村 聖湖】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡麻績村 
聖湖】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡麻績村 聖湖の素材

     

   
 
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)【長野県東筑摩郡麻績村 聖湖】
【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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県 山中湖】

4K HDフリー映像素材【山梨県 山中湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県 山中湖の素材

     
 
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？ 

【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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県 山中湖】

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)【福井県　三方五湖】

4K HDフリー映像素材【福井県　三方五湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

福井県　三方五湖の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【福井県　三方五湖】

  
 
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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白駒の池】 【長野県佐久穂町)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【長野県佐久穂町 白駒の
池】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県佐久穂町 白駒の池の素材
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白駒の池】 【長野県佐久穂町)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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白駒の池】 【長野県佐久穂町)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)【長野県茅野市 御射鹿池】

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 御射鹿
池】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 御射鹿池の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 御射鹿池】

     

 
 
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)【長野県塩尻市 えびの子水苑】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 えびの
子水苑】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 えびの子水苑の素材

     
 
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。 
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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 えびの子水苑】

 
【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 小坂田池】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 小坂田
池】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 小坂田池の素材

    
 
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。 
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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 小坂田池】

 
【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)【長野県松本市 塩倉池】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 塩倉池】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 塩倉池の素材

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 塩倉池】

【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)【長野県松本市 神沢池】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 神沢池】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 神沢池の素材

     

  
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 神沢池】

【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)【長野県松本市 番場池】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 番場池】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 番場池の素材

     

 
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 番場池】

【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)【新潟県糸魚川市 高浪の池】

4K HDフリー映像素材【新潟県糸魚川市 高浪の
池】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県糸魚川市 高浪の池の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県糸魚川市 高浪の池】

【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)【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【海[一般]】

 
【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)【東京湾】

4K HDフリー映像素材【東京湾】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

東京湾の素材

     

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【東京湾】

 
【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)【千葉県 犬吠埼】

4K HDフリー映像素材【千葉県 犬吠埼】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 犬吠埼の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【千葉県 犬吠埼】

 
 
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)【千葉県 九十九里浜】

4K HDフリー映像素材【千葉県 九十九里浜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 九十九里浜の素材

     

     

     

 
 
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)【千葉県 九十九里浜】

 
【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)【神奈川県 稲村ヶ崎】

4K HDフリー映像素材【神奈川県 稲村ヶ崎】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

神奈川県 稲村ヶ崎の素材

     

     

     

 
 
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)【神奈川県 稲村ヶ崎】

 
【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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七里ヶ浜】 【神奈川県)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【神奈川県 七里ヶ浜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

神奈川県 七里ヶ浜の素材

     

   
 
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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七里ヶ浜】 【神奈川県)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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城ヶ島】 【神奈川県)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【神奈川県 城ヶ島】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

神奈川県 城ヶ島の素材

     

    
 
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。 
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城ヶ島】 【神奈川県)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)【神奈川県足柄下郡 真鶴町真鶴　三ツ石海岸】

4K HDフリー映像素材【神奈川県足柄下郡 真鶴
町真鶴　三ツ石海岸】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

神奈川県足柄下郡 真鶴町真鶴　三ツ石海岸の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【神奈川県足柄下郡 真鶴町真鶴　三ツ石海岸】

　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)【茨城県東茨城郡大洗町　大洗海岸】

4K HDフリー映像素材【茨城県東茨城郡大洗町　
大洗海岸】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

茨城県東茨城郡大洗町　大洗海岸の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【茨城県東茨城郡大洗町　大洗海岸】

 
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)【富山県 氷見市 脇方 漁港】

4K HDフリー映像素材【富山県 氷見市 脇方 漁
港】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

富山県 氷見市 脇方 漁港の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【富山県 氷見市 脇方 漁港】

【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)【石川県志賀町 機具岩(はたごいわ)】

4K HDフリー映像素材【石川県志賀町 機具岩(は
たごいわ)】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県志賀町 機具岩(はたごいわ)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)【石川県志賀町 機具岩(はたごいわ)】

【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)【石川県志賀町 世界一長いベンチ】

4K HDフリー映像素材【石川県志賀町 世界一長
いベンチ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県志賀町 世界一長いベンチの素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【石川県志賀町 世界一長いベンチ】
【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)【石川県志賀町 遊覧船】

4K HDフリー映像素材【石川県志賀町 遊覧船】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県志賀町 遊覧船の素材

     

     

   
 
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)【石川県志賀町 遊覧船】

 
【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)【石川県志賀町 海岸】

4K HDフリー映像素材【石川県志賀町 海岸】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県志賀町 海岸の素材

     

   
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【石川県志賀町 海岸】

【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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禄剛埼灯台】 【石川県珠洲市)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【石川県珠洲市 禄剛埼灯
台】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県珠洲市 禄剛埼灯台の素材

     

     

     

     

   
 
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。
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禄剛埼灯台】 【石川県珠洲市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【石川県輪島市 窓岩】

4K HDフリー映像素材【石川県輪島市 窓岩】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県輪島市 窓岩の素材

     

     

  
 
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)【石川県輪島市 窓岩】

 
【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)【石川県 能登半島】

4K HDフリー映像素材【石川県 能登半島】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県 能登半島の素材

     

     

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【石川県 能登半島】

 
【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)【石川県珠洲市 海[一般]】

4K HDフリー映像素材【石川県珠洲市 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県珠洲市 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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【石川県珠洲市 海[一般]】

【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)【愛知県 名古屋港】

4K HDフリー映像素材【愛知県 名古屋港】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

愛知県 名古屋港の素材

     

     

     
 
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)【愛知県 名古屋港】

 
【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)【愛知県美浜町 野間海岸】

4K HDフリー映像素材【愛知県美浜町 野間海
岸】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

愛知県美浜町 野間海岸の素材

     

     
 
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)【愛知県美浜町 野間海岸】
【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 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
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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】

 
【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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新川】 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 新川】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石垣島 新川の素材
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新川】 石垣島 【沖縄県)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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...sea/okinawa/ishigakijima/arakawa/index.html (2/2) [18/04/05 12:17:26]

http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 石垣島 玉取崎】

4K HDフリー映像素材【沖縄県 石垣島 玉取崎】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石垣島 玉取崎の素材

     

     

   
 
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)【沖縄県 石垣島 玉取崎】

 
【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 石垣島 平久保崎】

4K HDフリー映像素材【沖縄県 石垣島 平久保
崎】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石垣島 平久保崎の素材

     

   
 
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)【沖縄県 石垣島 平久保崎】
【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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カイジ浜】 竹富島 【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 竹富島 カイジ
浜】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

竹富島 カイジ浜の素材

     

   
 
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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カイジ浜】 竹富島 【沖縄県)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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コンドイビーチ】 竹富島 【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 竹富島 コンドイ
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

竹富島 コンドイビーチの素材

     

  
 
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？ 
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コンドイビーチ】 竹富島 【沖縄県)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 竹富島 西桟橋】

4K HDフリー映像素材【沖縄県 竹富島 西桟橋】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

竹富島 西桟橋の素材

     

    
 
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。 
 
【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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 竹富島 西桟橋】

【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 かりゆしビーチ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 かりゆしビーチ】
【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)【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
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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】

【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 万座毛】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 万座毛】

【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...30f/water/sea/okinawa/manzamou/index.html (2/2) [18/04/05 12:20:01]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県 今井浜海岸】

4K HDフリー映像素材【静岡県 今井浜海岸】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県 今井浜海岸の素材

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県 今井浜海岸】

【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)【静岡県：まどが浜海遊公園】

4K HDフリー映像素材【静岡県：まどが浜海
遊公園】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県：まどが浜海遊公園の素材

     

     

     

     

     
 
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
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県：まどが浜海遊公園】

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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...f/water/sea/shizuoka/madogahama/index.html (2/2) [18/04/05 12:20:46]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県 城ヶ崎海岸】

4K HDフリー映像素材【静岡県 城ヶ崎海岸】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県 城ヶ崎海岸の素材

     

     

  
 
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)【静岡県 城ヶ崎海岸】

 
【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)【静岡県 三保の松原】

4K HDフリー映像素材【静岡県 三保の松原】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県 三保の松原の素材

     

     

     

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県 三保の松原】

 
【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)【静岡県下田市 龍宮窟】

4K HDフリー映像素材【静岡県下田市 龍宮窟】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県下田市 龍宮窟の素材

     

     

     

     

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県下田市 龍宮窟】

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)【静岡県下田市 田牛海水浴場】

4K HDフリー映像素材【静岡県下田市 田牛海水
浴場】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県下田市 田牛海水浴場の素材

     

     

     

     
 
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)【静岡県下田市 田牛海水浴場】
【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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【三重県志摩市　市後浜】)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【三重県志摩市　市後浜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

三重県志摩市　市後浜の素材

     

     

     

     
 
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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【三重県志摩市　市後浜】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【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)【三重県御浜町　七里御浜】

4K HDフリー映像素材【三重県御浜町　七里御
浜】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

三重県御浜町　七里御浜の素材

     

     
 
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)【三重県御浜町　七里御浜】
【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)【和歌山県串本町 潮岬】

4K HDフリー映像素材【和歌山県串本町 潮岬】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

和歌山県串本町 潮岬の素材

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...water/sea/wakayama/shionomisaki/index.html (1/3) [18/04/05 12:23:43]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/water/sea/wakayama/shionomisaki/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【和歌山県串本町 潮岬】

     

     

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【和歌山県串本町 潮岬】

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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大浜海岸】 【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 大浜海岸】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大浜海岸の素材

     

 
 
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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大浜海岸】 【徳島県)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)【徳島県 大浜海岸 夫婦岩】

4K HDフリー映像素材【徳島県 大浜海岸 夫婦
岩】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大浜海岸 夫婦岩の素材

     

   
 
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)【徳島県 大浜海岸 夫婦岩】
【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)【静岡県浜松市　中田島砂丘】

4K HDフリー映像素材【静岡県浜松市　中田島砂
丘】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県浜松市　中田島砂丘の素材

     

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県浜松市　中田島砂丘】

【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)【沖縄県 石垣島】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...sland/okinawa/ishigakijima/beach/index.html (1/2) [18/04/05 12:25:12]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/Island/okinawa/ishigakijima/beach/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 石垣島】

   
 
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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】Snow【雪／)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【雪／Snow】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

雪／Snowの素材
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】Snow【雪／)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。 
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】Snow【雪／)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【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)【長野県木曽郡木曽町三岳　白川氷柱群】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡木曽町三岳
　白川氷柱群】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木曽町三岳　白川氷柱群の素材

     

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡木曽町三岳　白川氷柱群】

【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)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 阿
寺渓谷】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷の素材
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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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/index.html (2/3) [18/04/05 12:27:24]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0040/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/valley/nagano/aterakeikoku/0046/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷】

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【長野県茅野市 横谷渓
谷】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 横谷渓谷の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 横谷渓谷】

 
【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)【長野県東筑摩郡筑北村 差切峡】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡筑北村 
差切峡】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡筑北村 差切峡の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 差切峡】

 
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)【長野県辰野町 横川峡】

4K HDフリー映像素材【長野県辰野町 横川峡】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県辰野町 横川峡の素材

     

     

     

     

     

   
 
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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県辰野町 横川峡】

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)【新潟県糸魚川市 ヒスイ峡】

4K HDフリー映像素材【新潟県糸魚川市 ヒスイ
峡】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県糸魚川市 ヒスイ峡の素材

     

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県糸魚川市 ヒスイ峡】

【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【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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【長野県 栂池高原】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 栂池高原の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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【長野県 戸隠高原】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 戸隠高原の素材

     

     

     

 
 
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。 
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【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【長野県 美ヶ原高原】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 美ヶ原高原の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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 高ボッチ高原】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
>>次のページへ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 高ボッチ高原】

     

      
>>次のページへ 
 
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 蓼科高原】

4K HDフリー映像素材【長野県 蓼科高原】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 蓼科高原の素材

     

 
 
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。 
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【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)【長野県東筑摩郡麻績村 聖高原】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡麻績村 
聖高原】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡麻績村 聖高原の素材
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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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【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【長野県 やぶはら高原】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 やぶはら高原の素材

     

     

     

     

     

  
 
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://

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/kougen/nagano/yabuhara/index.html (1/2) [18/04/05 12:37:43]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 やぶはら高原】

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 開田高原】

4K HDフリー映像素材【長野県 開田高原】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 開田高原の素材

     

     

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 開田高原】

 
【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 中山高原[+中山高原から見える景色]】

4K HDフリー映像素材【長野県 中山高原[+中山
高原から見える景色]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 中山高原[+中山高原から見える景色]の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 中山高原[+中山高原から見える景色]】

     

     

     

     

     

     

     

     
 
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)【長野県 中山高原[+中山高原から見える景色]】

 
【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 野辺山高原】

4K HDフリー映像素材【長野県 野辺山高原】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 野辺山高原の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 野辺山高原】

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)【長野県松本市 松本城】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 松本城】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 松本城の素材
>>次のページへ 

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...nagano/matsumoto/matsumotojyou/index.html (1/4) [18/04/05 12:41:09]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/index2.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 松本城】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...nagano/matsumoto/matsumotojyou/index.html (2/4) [18/04/05 12:41:09]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0040/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0051/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0052/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0053/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0054/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0055/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0056/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0057/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0058/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0059/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0060/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0061/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0062/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0063/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0064/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0065/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0066/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0067/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0068/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0069/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0070/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0071/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0072/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0073/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0074/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0075/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0076/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0077/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0078/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0079/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0080/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0081/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0082/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0083/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0084/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0085/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0086/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0087/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0088/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0089/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/matsumoto/matsumotojyou/0090/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 松本城】

     

      
>>次のページへ 
 
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【長野県松本市 埴原城
跡】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 埴原城跡の素材

     

    
 
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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【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【長野県諏訪市 高島城】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県諏訪市 高島城の素材
>>次のページへ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県諏訪市 高島城】

     

      
>>次のページへ 
 
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。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...astle/nagano/suwa/takashimajyou/index.html (3/4) [18/04/05 12:43:10]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0091/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0092/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0093/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0094/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0095/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0096/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0097/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0098/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0099/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/0100/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/suwa/takashimajyou/index2.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県諏訪市 高島城】
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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 北熊井城跡】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 北熊井城
跡】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 北熊井城跡の素材

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...le/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/index.html (1/2) [18/04/05 12:43:52]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/castle/nagano/shiojiri/kitakumaijyou/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 北熊井城跡】

     

 
 
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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郡上八幡城】 【岐阜県郡上市)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【岐阜県郡上市 郡上八幡
城】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

岐阜県郡上市 郡上八幡城の素材
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郡上八幡城】 【岐阜県郡上市)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)【愛知県名古屋市 名古屋城】

4K HDフリー映像素材【愛知県名古屋市 名古屋
城】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

愛知県名古屋市 名古屋城の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【愛知県名古屋市 名古屋城】

     

     

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【愛知県名古屋市 名古屋城】

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)【兵庫県姫路市 姫路城】

4K HDフリー映像素材【兵庫県姫路市 姫路城】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

兵庫県姫路市 姫路城の素材
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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)【富山県 黒部ダム】

4K HDフリー映像素材【富山県 黒部ダム】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

富山県 黒部ダムの素材
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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)【富山県 黒部ダム】

 
【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【長野県松本市 牛伏寺砂
防ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 牛伏寺砂防ダムの素材

     

     

  
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/index.html (1/2) [18/04/05 12:47:37]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/gofukuji/0012/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 牛伏寺砂防ダム】

【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/30f/dam/nagano/gofukuji/index.html (2/2) [18/04/05 12:47:37]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 奈良井ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 奈良井ダ
ム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 奈良井ダムの素材

     

    
 
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)【長野県塩尻市 奈良井ダム】
【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)【長野県伊那市 美和ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県伊那市 美和ダ
ム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 美和ダムの素材

     

 
 
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)【長野県伊那市 美和ダム】
【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)【長野県木曽郡木祖村 味噌川ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡木祖村 味
噌川ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木祖村 味噌川ダムの素材

     

     

 
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/index.html (1/2) [18/04/05 12:48:31]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/dam/nagano/misokawa/0011/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡木祖村 味噌川ダム】

【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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牧尾ダム】 【長野県木曽郡王滝村)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【長野県木曽郡王滝村 牧
尾ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡王滝村 牧尾ダムの素材

     

     

     
 
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？ 
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牧尾ダム】 【長野県木曽郡王滝村)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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/30f/dam/nagano/makio/index.html (2/2) [18/04/05 12:48:54]



常盤ダム】 【長野県木曽郡王滝村)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【長野県木曽郡王滝村 常
盤ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡王滝村 常盤ダムの素材

  
 
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。 
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常盤ダム】 【長野県木曽郡王滝村)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡辰野町 横川ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡辰野町 
横川ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 横川ダムの素材

     

     

     

     

     
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡辰野町 横川ダム】

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)【長野県飯山市 西大滝ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県飯山市 西大滝ダ
ム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 西大滝ダムの素材

     

     

     

    
 
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)【長野県飯山市 西大滝ダム】
【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)【長野県北安曇郡白馬村 姫川第二ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県北安曇郡白馬村 
姫川第二ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡白馬村 姫川第二ダムの素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県北安曇郡白馬村 姫川第二ダム】

【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)【長野県北安曇郡小谷村 姫川第三ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県北安曇郡小谷村 
姫川第三ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡小谷村 姫川第三ダムの素材

     

  
 
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)【長野県北安曇郡小谷村 姫川第三ダム】
【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)【長野県東筑摩郡麻績村 北山ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡麻績村 
北山ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡麻績村 北山ダムの素材

     

  
 
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)【長野県東筑摩郡麻績村 北山ダム】
【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)【長野県下伊那郡泰阜村　泰阜ダム】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡泰阜村　
泰阜ダム】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡泰阜村　泰阜ダムの素材

     

  
 
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)【長野県下伊那郡泰阜村　泰阜ダム】
【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)【東京都 レインボーブリッジ】

4K HDフリー映像素材【東京都 レインボーブ
リッジ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

東京都 レインボーブリッジの素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【東京都 レインボーブリッジ】

　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)【神奈川県 横浜ベイブリッジ】

4K HDフリー映像素材【神奈川県 横浜ベイブ
リッジ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

神奈川県 横浜ベイブリッジの素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【神奈川県 横浜ベイブリッジ】

　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)【長野県塩尻市 木曽の大橋】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
 
【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)【長野県塩尻市 木曽の大橋】
【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)【長野県松本市 アルプス大橋】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 アルプス
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 アルプス大橋の素材

     
 
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。 
 
【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。 
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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 アルプス大橋】

 
【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)【長野県南木曽町 桃介橋】

4K HDフリー映像素材【長野県南木曽町 桃介
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南木曽町 桃介橋の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南木曽町 桃介橋】

 
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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...ge/nagano/nagiso/momosukebashi/index.html (2/2) [18/04/05 12:53:31]

http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


明神橋】 【長野県伊那市)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【長野県伊那市 明神橋】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 明神橋の素材

     

 
 
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。 
 
【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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明神橋】 【長野県伊那市)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 ニライ橋カナイ橋】

4K HDフリー映像素材【沖縄県 ニライ橋カナイ
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 ニライ橋カナイ橋の素材

     

 
 
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。 
 
【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)【沖縄県 ニライ橋カナイ橋】
【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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くしもと橋】 【和歌山県串本町)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【和歌山県串本町 くしも
と橋】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

和歌山県串本町 くしもと橋の素材

     

     

  
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...idge/wakayama/kushimoto_oohashi/index.html (1/2) [18/04/05 12:54:18]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/bridge/wakayama/kushimoto_oohashi/0012/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


くしもと橋】 【和歌山県串本町)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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)【徳島県/兵庫県 大鳴門橋】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【徳島県/兵庫県 大鳴門橋】

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【あじさい／紫陽花】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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)【あじさい／紫陽花】
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【藍姫】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【藍
姫】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【藍姫】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【藍姫】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【甘茶】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【甘
茶】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【甘茶】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【甘茶】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【天城甘茶】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【天
城甘茶】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【天城甘茶】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【天城甘茶】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【アナベル】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ア
ナベル】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【アナベル】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【アナベル】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【ありがとう】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【あ
りがとう】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ありがとう】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/30f/flower/ajisai/arigatou/index.html (1/2) [18/04/05 12:57:35]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/arigatou/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/arigatou/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ありがとう】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【アリラン】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ア
リラン】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【アリラン】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【アリラン】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【旭の舞姫】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【旭
の舞姫】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【旭の舞姫】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【旭の舞姫】】

 
【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/30f/flower/ajisai/asahinomaihime/index.html (2/2) [18/04/05 12:58:04]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【紅額あじさい】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【紅
額あじさい】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【紅額あじさい】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)【あじさい／紫陽花：【紅額あじさい】】
【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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【あじさい／紫陽花：【紅剣】】)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【あじさい／紫陽花：【紅
剣】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【紅剣】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。 
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【あじさい／紫陽花：【紅剣】】)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/30f/flower/ajisai/beniturugi/index.html (2/2) [18/04/05 12:58:34]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【別子てまり】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【別
子てまり】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【別子てまり】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【別子てまり】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【ビブレイ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【ビブレイ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ビブレイ】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)【あじさい／紫陽花：【ビブレイ】】
【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/30f/flower/ajisai/biburei/index.html (2/2) [18/04/05 12:59:05]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ブルーフレッシュ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ブ
ルーフレッシュ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ブルーフレッシュ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ブルーフレッシュ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/blue_fresh/index.html (2/2) [18/04/05 12:59:20]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ブルーキング】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ブ
ルーキング】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ブルーキング】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/30f/flower/ajisai/blue_king/index.html (1/2) [18/04/05 12:59:35]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/blue_king/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/blue_king/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/blue_king/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/blue_king/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/blue_king/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/blue_king/0006/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ブルーキング】】
【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/30f/flower/ajisai/blue_king/index.html (2/2) [18/04/05 12:59:35]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【コサージュ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【コ
サージュ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【コサージュ】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/30f/flower/ajisai/corsage/index.html (1/2) [18/04/05 12:59:51]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/corsage/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/corsage/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/corsage/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/corsage/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【コサージュ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/corsage/index.html (2/2) [18/04/05 12:59:51]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ダンスパーティ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ダ
ンスパーティ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ダンスパーティ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ダンスパーティ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/dance_party/index.html (2/2) [18/04/05 13:00:08]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ドンブルー】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ド
ンブルー】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ドンブルー】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ドンブルー】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【フェアリーアイ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【フェアリーアイ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【フェアリーアイ】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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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/fairy_eye/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/fairy_eye/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/fairy_eye/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/fairy_eye/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/fairy_eye/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/fairy_eye/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/fairy_eye/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/fairy_eye/0008/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【フェアリーアイ】】
【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/30f/flower/ajisai/fairy_eye/index.html (2/2) [18/04/05 13:00:40]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【エンドレスサマー】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【エ
ンドレスサマー】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【エンドレスサマー】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【エンドレスサマー】】

 
【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/30f/flower/ajisai/endless_summer/index.html (2/2) [18/04/05 13:00:57]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【フラウクミコ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【フ
ラウクミコ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【フラウクミコ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【フラウクミコ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/frau_kumiko/index.html (2/2) [18/04/05 13:01:12]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【フラウマリコ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【フ
ラウマリコ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【フラウマリコ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【フラウマリコ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/frau_mariko/index.html (2/2) [18/04/05 13:01:27]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【富士なでしこ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【富
士なでしこ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【富士なでしこ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【富士なでしこ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/fuji_nadeshiko/index.html (2/2) [18/04/05 13:01:43]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【富士の滝】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【富
士の滝】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【富士の滝】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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【富士の滝】】

【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/30f/flower/ajisai/fujinotaki/index.html (2/2) [18/04/05 13:02:05]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【グリーンシャドー】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【グリーンシャドー】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【グリーンシャドー】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/30f/flower/ajisai/green_shadow/index.html (1/2) [18/04/05 13:02:21]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【グリーンシャドー】】

 
【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/30f/flower/ajisai/green_shadow/index.html (2/2) [18/04/05 13:02:21]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【グリューンヘルツ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【グリューンヘルツ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【グリューンヘルツ】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)【あじさい／紫陽花：【グリューンヘルツ】】
【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/30f/flower/ajisai/guryun_helz/index.html (2/2) [18/04/05 13:02:40]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ハーレキン】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【ハーレキン】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ハーレキン】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ハーレキン】】

 
【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/30f/flower/ajisai/harekin/index.html (2/2) [18/04/05 13:02:55]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【初恋】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【初
恋】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【初恋】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【初恋】】

 
【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/30f/flower/ajisai/hatsukoi/index.html (2/2) [18/04/05 13:03:09]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【姫紅額あじさい】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【姫
紅額あじさい】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【姫紅額あじさい】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【姫紅額あじさい】】

 
【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...flower/ajisai/himebenigaku_ajisai/index.html (2/2) [18/04/05 13:03:23]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホベラ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ホ
ベラ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ホベラ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホベラ】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【インテグリフォリア】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【イ
ンテグリフォリア】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【インテグリフォリア】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【インテグリフォリア】】

 
【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/30f/flower/ajisai/integuriforia/index.html (2/2) [18/04/05 13:03:51]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予花火】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【伊
予花火】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【伊予花火】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予花火】】

 
【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/30f/flower/ajisai/iyohanabi/index.html (2/2) [18/04/05 13:04:06]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予の青絣】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【伊
予の青絣】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【伊予の青絣】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予の青絣】】

 
【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/30f/flower/ajisai/iyonoseihou/index.html (2/2) [18/04/05 13:04:21]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予の薄墨】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【伊
予の薄墨】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【伊予の薄墨】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予の薄墨】】

 
【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/30f/flower/ajisai/iyonousuzumi/index.html (2/2) [18/04/05 13:04:35]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【城ヶ崎】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【城ヶ崎】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【城ヶ崎】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【城ヶ崎】】

 
【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/30f/flower/ajisai/jyougasaki/index.html (2/2) [18/04/05 13:04:50]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【柏葉あじさい】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【柏
葉あじさい】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【柏葉あじさい】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【柏葉あじさい】】

 
【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/30f/flower/ajisai/kashiwaba_ajisai/index.html (2/2) [18/04/05 13:05:05]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【キララ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【キ
ララ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【キララ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【キララ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/kirara/index.html (2/2) [18/04/05 13:05:19]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【清澄沢】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【清
澄沢】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【清澄沢】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【清澄沢】】

 
【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/30f/flower/ajisai/kiyosumisawa/index.html (2/2) [18/04/05 13:05:35]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【胡蝶の舞】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【胡
蝶の舞】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【胡蝶の舞】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【胡蝶の舞】】

 
【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/30f/flower/ajisai/kochounomai/index.html (2/2) [18/04/05 13:05:54]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【九重錦】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【九
重錦】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【九重錦】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【九重錦】】

 
【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/30f/flower/ajisai/kokonoenishikki/index.html (2/2) [18/04/05 13:06:09]



【あじさい／紫陽花：【九重の桜】】)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【あじさい／紫陽花：【九
重の桜】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【九重の桜】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？ 

【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。 
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【あじさい／紫陽花：【九重の桜】】)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【子持ち七段花】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【子
持ち七段花】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【子持ち七段花】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【子持ち七段花】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【コンペイトウ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【コ
ンペイトウ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【コンペイトウ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【コンペイトウ】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【江冠雪】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【江
冠雪】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【江冠雪】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【江冠雪】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【紅】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【紅】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【紅】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)【あじさい／紫陽花：【紅】】
【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)【あじさい／紫陽花：【黒姫】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【黒
姫】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【黒姫】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【黒姫】】

 
【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/30f/flower/ajisai/kurohime/index.html (2/2) [18/04/05 13:07:42]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ララ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ラ
ラ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ララ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ララ】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【マジカルガーネット】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【マ
ジカルガーネット】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【マジカルガーネット】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【マジカルガーネット】】

 
【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/30f/flower/ajisai/magical_garnet/index.html (2/2) [18/04/05 13:08:19]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【万華鏡】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【万
華鏡】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【万華鏡】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【万華鏡】】

 
【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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【あじさい／紫陽花：【ミカコ】】)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【あじさい／紫陽花：【ミ
カコ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ミカコ】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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【あじさい／紫陽花：【ミカコ】】)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【未来】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【未
来】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【未来】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【未来】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【ミスサオリ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ミ
スサオリ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ミスサオリ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ミスサオリ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/miss_saori/index.html (2/2) [18/04/05 13:09:18]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【虹】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【虹】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【虹】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【虹】】

 
【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/30f/flower/ajisai/niji/index.html (2/2) [18/04/05 13:09:32]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【大虹】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【大
虹】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【大虹】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【大虹】】

 
【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/30f/flower/ajisai/ooniji/index.html (2/2) [18/04/05 13:09:47]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ピンクアナベル】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ピ
ンクアナベル】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ピンクアナベル】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ピンクアナベル】】

 
【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/30f/flower/ajisai/pink_anabel/index.html (2/2) [18/04/05 13:10:01]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【鹿鳴館】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【鹿
鳴館】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【鹿鳴館】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【鹿鳴館】】

 
【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/30f/flower/ajisai/rokumeikan/index.html (2/2) [18/04/05 13:10:16]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【緑星】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【緑
星】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【緑星】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【緑星】】

 
【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/30f/flower/ajisai/ryokusei/index.html (2/2) [18/04/05 13:10:31]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【笹の舞】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【笹
の舞】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【笹の舞】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【笹の舞】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【セリーナ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【セ
リーナ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【セリーナ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【セリーナ】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【七段花】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【七
段花】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【七段花】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)【あじさい／紫陽花：【七段花】】
【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)【あじさい／紫陽花：【東雲】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【東
雲】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【東雲】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【東雲】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【白富士】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【白
富士】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【白富士】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【白富士】】

 
【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/30f/flower/ajisai/shirofuji/index.html (2/2) [18/04/05 13:11:50]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【白花姫あじさい】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【白
花姫あじさい】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【白花姫あじさい】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【白花姫あじさい】】

 
【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)【あじさい／紫陽花：【白ツルあじさい】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【白
ツルあじさい】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【白ツルあじさい】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/30f/flower/ajisai/shirotsuru_ajisai/index.html (1/2) [18/04/05 13:12:20]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【白ツルあじさい】】

 
【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/30f/flower/ajisai/shirotsuru_ajisai/index.html (2/2) [18/04/05 13:12:20]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【シーキーズドワーフ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【シーキーズドワーフ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【シーキーズドワーフ】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。 
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/sikes_dwarf/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/sikes_dwarf/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/sikes_dwarf/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【シーキーズドワーフ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/sikes_dwarf/index.html (2/2) [18/04/05 13:12:37]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【スノーフレーク】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ス
ノーフレーク】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【スノーフレーク】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【スノーフレーク】】

 
【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/30f/flower/ajisai/snow_flake/index.html (2/2) [18/04/05 13:12:51]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【スクロスワッカーバート】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ス
クロスワッカーバート】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【スクロスワッカーバート】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/4...ower/ajisai/sukurosu_wacker_bart/index.html (1/2) [18/04/05 13:13:09]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【スクロスワッカーバート】】

 
【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/4...ower/ajisai/sukurosu_wacker_bart/index.html (2/2) [18/04/05 13:13:09]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【隅田の花火】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【隅
田の花火】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【隅田の花火】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/30f/flower/ajisai/sumidanohanabi/index.html (1/2) [18/04/05 13:13:24]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【隅田の花火】】

 
【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/30f/flower/ajisai/sumidanohanabi/index.html (2/2) [18/04/05 13:13:24]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【サンセット】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【サンセット】】
【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/30f/flower/ajisai/sunset/index.html (2/2) [18/04/05 13:13:40]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【テマリテマリ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【テ
マリテマリ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【テマリテマリ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【テマリテマリ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/temaritemari/index.html (2/2) [18/04/05 13:13:55]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【トカラアジサイ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ト
カラアジサイ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【トカラアジサイ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【トカラアジサイ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/tokara/index.html (2/2) [18/04/05 13:14:09]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【剣が舞】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【剣
が舞】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【剣が舞】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/30f/flower/ajisai/turugigamai/index.html (1/2) [18/04/05 13:14:26]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【剣が舞】】
【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/30f/flower/ajisai/turugigamai/index.html (2/2) [18/04/05 13:14:26]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【うずあじさい】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【う
ずあじさい】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【うずあじさい】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)【あじさい／紫陽花：【うずあじさい】】
【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/30f/flower/ajisai/uzu_ajisai/index.html (2/2) [18/04/05 13:14:41]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ウェディングドレス】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：
【ウェディングドレス】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ウェディングドレス】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？ 
【回答】大丈夫です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ウェディングドレス】】

 
【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/30f/flower/ajisai/wedding_dress/index.html (2/2) [18/04/05 13:14:56]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホワイトダイヤモンド】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ホ
ワイトダイヤモンド】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ホワイトダイヤモンド】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホワイトダイヤモンド】】

 
【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/30f/flower/ajisai/white_diamond/index.html (2/2) [18/04/05 13:15:11]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホワイトウェブ】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ホ
ワイトウェブ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ホワイトウェブ】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホワイトウェブ】】

 
【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/30f/flower/ajisai/white_web/index.html (2/2) [18/04/05 13:15:25]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【八重咲き甘茶】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【八
重咲き甘茶】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【八重咲き甘茶】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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【八重咲き甘茶】】

 
【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/30f/flower/ajisai/yaezakiamacha/index.html (2/2) [18/04/05 13:15:39]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【楊貴妃】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【楊
貴妃】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【楊貴妃】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/30f/flower/ajisai/youkihi/index.html (1/2) [18/04/05 13:15:52]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/youkihi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/youkihi/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【楊貴妃】】

 
【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/30f/flower/ajisai/youkihi/index.html (2/2) [18/04/05 13:15:52]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ユルゲグューテス】】

4K HDフリー映像素材【あじさい／紫陽花：【ユ
ルゲグューテス】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あじさい／紫陽花：【ユルゲグューテス】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？ 
【回答】大丈夫です。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/yuruge_gyutes/index.html (1/2) [18/04/05 13:16:08]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/yuruge_gyutes/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/yuruge_gyutes/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/ajisai/yuruge_gyutes/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ユルゲグューテス】】

 
【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/30f/flower/ajisai/yuruge_gyutes/index.html (2/2) [18/04/05 13:16:08]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：アロエ】

4K HDフリー映像素材【花：アロエ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：アロエの素材

     

 
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：アロエ】

【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)【アップル／りんご／林檎：【ふじ】】

4K HDフリー映像素材【アップル／りんご／林
檎：【ふじ】】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

アップル／りんご／林檎：【ふじ】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/30f/flower/apple/fuji/index.html (1/2) [18/04/05 13:16:43]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/apple/fuji/0009/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【アップル／りんご／林檎：【ふじ】】
【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：アズマイチゲ／東一華】

4K HDフリー映像素材【花：アズマイチゲ／東一
華】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：アズマイチゲ／東一華の素材

     

     

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：アズマイチゲ／東一華】

【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：キクザキイチゲ／菊咲一華】

4K HDフリー映像素材【花：キクザキイチゲ／菊
咲一華】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：キクザキイチゲ／菊咲一華の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：キクザキイチゲ／菊咲一華】

【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：ハクサンイチゲ／白山一華】

4K HDフリー映像素材【花：ハクサンイチゲ／
白山一華】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ハクサンイチゲ／白山一華の素材

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ハクサンイチゲ／白山一華】

 
【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：コバイモ】

4K HDフリー映像素材【花：コバイモ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：コバイモの素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：コバイモ】

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：牡丹／ぼたん】

4K HDフリー映像素材【花：牡丹／ぼたん】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：牡丹／ぼたんの素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：牡丹／ぼたん】

     

     

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：牡丹／ぼたん】

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)【コンフリー／ヒレハリソウ】

4K HDフリー映像素材【コンフリー／ヒレハリソ
ウ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

コンフリー／ヒレハリソウの素材

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【コンフリー／ヒレハリソウ】

 
【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/30f/flower/comfrey/index.html (2/2) [18/04/05 13:19:12]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【コスモス／秋桜】

4K HDフリー映像素材【コスモス／秋桜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

コスモス／秋桜の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【コスモス／秋桜】

     

     

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【コスモス／秋桜】

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：福寿草】

4K HDフリー映像素材【花：福寿草】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：福寿草の素材
>>次のページへ 

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/index.html (1/4) [18/04/05 13:21:46]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/index2.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：福寿草】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/index.html (2/4) [18/04/05 13:21:46]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0040/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0051/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0052/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0053/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0054/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0055/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0056/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0057/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0058/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0059/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0060/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0061/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0062/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0063/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0064/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0065/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0066/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0067/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0068/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0069/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0070/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0071/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0072/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0073/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0074/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0075/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0076/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0077/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0078/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0079/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0080/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0081/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0082/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0083/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0084/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0085/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0086/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0087/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0088/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0089/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/fukujyusou/0090/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：福寿草】

     

      
>>次のページへ 
 
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【花：藤／藤の花】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：藤／藤の花の素材
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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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【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：花桃】

4K HDフリー映像素材【花：花桃】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：花桃の素材

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/index.html (1/2) [18/04/05 13:23:33]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/hanamomo/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：花桃】

  
 
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)【彼岸花／曼珠沙華／リコリス】

4K HDフリー映像素材【彼岸花／曼珠沙華／リコ
リス】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

彼岸花／曼珠沙華／リコリスの素材

   
 
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？ 
【回答】大丈夫です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【彼岸花／曼珠沙華／リコリス】

 
【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)【ヒメオドリコウソウ／姫踊り子草】

4K HDフリー映像素材【ヒメオドリコウソウ／姫
踊り子草】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ヒメオドリコウソウ／姫踊り子草の素材

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ヒメオドリコウソウ／姫踊り子草】

 
【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/30f/flower/himeodorikosou/index.html (2/2) [18/04/05 13:24:03]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ホタルブクロ／蛍袋】

4K HDフリー映像素材【ホタルブクロ／蛍袋】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ホタルブクロ／蛍袋の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ホタルブクロ／蛍袋】

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：花水木／ハナミズキ】

4K HDフリー映像素材【花：花水木／ハナミズ
キ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：花水木／ハナミズキの素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：花水木／ハナミズキ】
　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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【百日草】)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【百日草】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

百日草の素材

     

 
 
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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【百日草】)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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【イタドリ】)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【イタドリ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

イタドリの素材

     

 
 
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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【イタドリ】)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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【花：カキオドシ】)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：カキオドシ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：カキオドシの素材

     

  
 
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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【花：カキオドシ】)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)【花：カタクリ／片栗】

4K HDフリー映像素材【花：カタクリ／片栗】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：カタクリ／片栗の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：カタクリ／片栗】

     

     

     

     

     

     

     

   
 
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)【花：カタクリ／片栗】

 
【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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【花：金鎖／黄花藤】)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：金鎖／黄花藤】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：金鎖／黄花藤の素材

     

   
 
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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【花：金鎖／黄花藤】)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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【花：クリンソウ／九輪草】)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：クリンソウ／九輪
草】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：クリンソウ／九輪草の素材

     

     

     

  
 
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？ 
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【花：クリンソウ／九輪草】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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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【ハス／蓮】)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【ハス／蓮】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ハス／蓮の素材
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【ハス／蓮】)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。 
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【ハス／蓮】)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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/lotus/index.html (3/3) [18/04/05 13:28:50]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【曼珠沙華】

4K HDフリー映像素材【曼珠沙華】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

曼珠沙華の素材

     

     

     

  
 
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)【曼珠沙華】

 
【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：マンサク／金縷梅】

4K HDフリー映像素材【花：マンサク／金縷梅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：マンサク／金縷梅の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：マンサク／金縷梅】

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)【マルメロ】

4K HDフリー映像素材【マルメロ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

マルメロの素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【マルメロ】

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：ミツバツツジ】

4K HDフリー映像素材【花：ミツバツツジ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ミツバツツジの素材
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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
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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：水芭蕉】)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：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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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)【花：モクレン／木蓮】

4K HDフリー映像素材【花：モクレン／木蓮】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：モクレン／木蓮の素材

     

     

   
 
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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【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【花：菜の花】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：菜の花の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：菜の花】

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 
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)【花：菜の花】

 
【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：ナズナ／ぺんぺん草／シャミセングサ／三味線草】

4K HDフリー映像素材【花：ナズナ／ぺんぺん草
／シャミセングサ／三味線草】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ナズナ／ぺんぺん草／シャミセングサ／三味線草の素材

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ナズナ／ぺんぺん草／シャミセングサ／三味線草】

 
【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：日光黄菅／ニッコウキスゲ】

4K HDフリー映像素材【花：日光黄菅／ニッコウ
キスゲ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：日光黄菅／ニッコウキスゲの素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：日光黄菅／ニッコウキスゲ】

【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：ニリンソウ／二輪草】

4K HDフリー映像素材【花：ニリンソウ／二輪
草】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ニリンソウ／二輪草の素材

     

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ニリンソウ／二輪草】

【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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【花：ニセアカシア】)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：ニセアカシア】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ニセアカシアの素材

     

     

   
 
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：ニセアカシア】)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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【花：大犬の陰嚢／オオイヌノフグリ】)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：大犬の陰嚢／オオイ
ヌノフグリ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：大犬の陰嚢／オオイヌノフグリの素材

     

     

  
 
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？ 
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【花：大犬の陰嚢／オオイヌノフグリ】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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)【桃の花】

4K HDフリー映像素材【桃の花】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桃の花の素材

     

     

     

     

     

     
 
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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桃の花】

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)【花：レンギョウ／連翹】

4K HDフリー映像素材【花：レンギョウ／連翹】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：レンギョウ／連翹の素材

     

     

     

     

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：レンギョウ／連翹】

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)【花：バラ／薔薇［長野県伊那市　ローズガーデン］】

4K HDフリー映像素材【花：バラ／薔薇［長野県
伊那市　ローズガーデン］】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：バラ／薔薇［長野県伊那市　ローズガーデン］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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：バラ／薔薇［長野県伊那市　ローズガーデン］】

【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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【サルビア】)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【サルビア】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

サルビアの素材

   
 
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
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【サルビア】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【桜(一般)】

4K HDフリー映像素材【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜(一般)の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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)【桜(一般)】
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【枝垂れ桜】)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【枝垂れ桜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

枝垂れ桜の素材
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【枝垂れ桜】)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)【桜：染井吉野（ソメイヨシノ）】

4K HDフリー映像素材【桜：染井吉野（ソメイヨ
シノ）】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：染井吉野（ソメイヨシノ）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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：染井吉野（ソメイヨシノ）】

【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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【オオシマザクラ／大島桜】)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【オオシマザクラ／大島
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

オオシマザクラ／大島桜の素材

   
 
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？ 

【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。 
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【オオシマザクラ／大島桜】)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：片丘桜（カタオカザクラ）】

4K HDフリー映像素材【桜：片丘桜（カタオカザ
クラ）】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：片丘桜（カタオカザクラ）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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：片丘桜（カタオカザクラ）】

 
【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)【桜：山梨県白洲町 流川】

4K HDフリー映像素材【桜：山梨県白洲町 流
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：山梨県白洲町 流川の素材

     

     
 
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)【桜：山梨県白洲町 流川】
【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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：長野県伊那市 高遠城址公園】

4K HDフリー映像素材【桜：長野県伊那市 高遠
城址公園】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：長野県伊那市 高遠城址公園の素材

     

  
 
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
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)【桜：長野県伊那市 高遠城址公園】
【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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【桜：長野県飯田市座光寺　麻績の里：舞台桜】)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【桜：長野県飯田市座光寺
　麻績の里：舞台桜】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：長野県飯田市座光寺　麻績の里：舞台桜の素材
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【桜：長野県飯田市座光寺　麻績の里：舞台桜】)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)【桜：長野県岡谷市 横河川】

4K HDフリー映像素材【桜：長野県岡谷市 横河
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：長野県岡谷市 横河川の素材

     

     

     

   
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：長野県岡谷市 横河川】
【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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【桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜】)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【桜：長野県上伊那郡箕輪
町　権現桜】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答
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【桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜】)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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諏訪湖】 【桜：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【桜：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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：長野県 諏訪湖の素材

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...lower/sakura/nagano/suwa/suwako/index.html (1/2) [18/04/05 13:44:14]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/sakura/nagano/suwa/suwako/0035/index.html


諏訪湖】 【桜：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)【桜：長野県松本市 弘法山古墳】

4K HDフリー映像素材【桜：長野県松本市 弘法
山古墳】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：長野県松本市 弘法山古墳の素材

     

 
 
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)【桜：長野県松本市 弘法山古墳】
【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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神代桜】 【桜：山梨県北杜市武川町)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【桜：山梨県北杜市武川
町 神代桜】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：山梨県北杜市武川町 神代桜の素材

     

   
 
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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神代桜】 【桜：山梨県北杜市武川町)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：サンシュユ／山茱萸】

4K HDフリー映像素材【花：サンシュユ／山茱
萸】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：サンシュユ／山茱萸の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：サンシュユ／山茱萸】

 
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)【花：節分草】

4K HDフリー映像素材【花：節分草】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：節分草の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：節分草】

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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【そば／蕎麦】)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【そば／蕎麦】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

そば／蕎麦の素材
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【そば／蕎麦】)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
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【そば／蕎麦】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【長野県上伊那郡箕輪町　赤そばの里】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡箕輪町　
赤そばの里】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡箕輪町　赤そばの里の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡箕輪町　赤そばの里】

【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)【スイレン／睡蓮】

4K HDフリー映像素材【スイレン／睡蓮】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

スイレン／睡蓮の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【スイレン／睡蓮】

     

     

     

   
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【スイレン／睡蓮】

【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)【水仙／スイセン】

4K HDフリー映像素材【水仙／スイセン】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

水仙／スイセンの素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【水仙／スイセン】

     
 
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【花：すもも】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：すももの素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：すもも】

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)【ひまわり／向日葵】

4K HDフリー映像素材【ひまわり／向日葵】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ひまわり／向日葵の素材
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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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【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【花：しゃくなげ／シャク
ナゲ／石楠花】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：しゃくなげ／シャクナゲ／石楠花の素材
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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【花：立葵／タチアオイ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：立葵／タチアオイの素材

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：立葵／タチアオイ】

【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：椿／ツバキ／つばき】

4K HDフリー映像素材【花：椿／ツバキ／つば
き】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：椿／ツバキ／つばきの素材

     

 
 
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)【花：椿／ツバキ／つばき】
【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：つつじ／躑躅】

4K HDフリー映像素材【花：つつじ／躑躅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：つつじ／躑躅の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅】

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)【花：つつじ／躑躅［長野県岡谷市 鶴峯公園］】

4K HDフリー映像素材【花：つつじ／躑躅［長野
県岡谷市 鶴峯公園］】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：つつじ／躑躅［長野県岡谷市 鶴峯公園］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
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅［長野県岡谷市 鶴峯公園］】

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)【花：つつじ／躑躅［長野県 霧ヶ峰高原］】

4K HDフリー映像素材【花：つつじ／躑躅［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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：つつじ／躑躅［長野県 霧ヶ峰高原］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？ 
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【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【花：つつじ／躑躅［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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：つつじ／躑躅［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）。 
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【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【花：つつじ／躑躅［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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：つつじ／躑躅［長野県 鉢伏山］の素材
>>次のページへ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅［長野県 鉢伏山］】

     

     

      
>>次のページへ 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅［長野県 鉢伏山］】

 
【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：ドウダンツツジ／灯台躑躅】

4K HDフリー映像素材【花：ドウダンツツジ／灯
台躑躅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ドウダンツツジ／灯台躑躅の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ドウダンツツジ／灯台躑躅】

【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：チューリップ】

4K HDフリー映像素材【花：チューリップ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：チューリップの素材

     

     

     

     

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：チューリップ】

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)【花：ウマノアシガタ】

4K HDフリー映像素材【花：ウマノアシガタ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ウマノアシガタの素材

     

   
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ウマノアシガタ】

【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：梅／ウメ】)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：梅／ウメ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：梅／ウメの素材
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【花：梅／ウメ】)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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【花：梅／ウメ】)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)【ザゼンソウ／座禅草】

4K HDフリー映像素材【ザゼンソウ／座禅草】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ザゼンソウ／座禅草の素材

     

     

     
 
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)【ザゼンソウ／座禅草】

 
【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)【ジャーマンアイリス】

4K HDフリー映像素材【ジャーマンアイリス】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ジャーマンアイリスの素材

 
 
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？ 
【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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ジャーマンアイリス】

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)【あやめ／アヤメ／菖蒲／アイリス】

4K HDフリー映像素材【あやめ／アヤメ／菖蒲／
アイリス】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

あやめ／アヤメ／菖蒲／アイリスの素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あやめ／アヤメ／菖蒲／アイリス】

【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)【姫女菀／ヒメジョオン】

4K HDフリー映像素材【姫女菀／ヒメジョオン】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

姫女菀／ヒメジョオンの素材

     

     

   
 
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)【姫女菀／ヒメジョオン】

 
【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：雪柳】

4K HDフリー映像素材【花：雪柳】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：雪柳の素材

     

 
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：雪柳】

【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：シロツメクサ／白詰草】

4K HDフリー映像素材【花：シロツメクサ／白詰
草】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：シロツメクサ／白詰草の素材

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：シロツメクサ／白詰草】

 
【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：キツネノカミソリ／狐の剃刀】)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：キツネノカミソリ／
狐の剃刀】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：キツネノカミソリ／狐の剃刀の素材

     

  
 
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：キツネノカミソリ／狐の剃刀】)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：ウバユリ／姥百合】)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：ウバユリ／姥百合】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ウバユリ／姥百合の素材

     

     
 
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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【花：ウバユリ／姥百合】)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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【花：ビオラ】)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：ビオラ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：ビオラの素材

     

  
 
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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【花：ビオラ】)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)【芝桜／シバザクラ】

4K HDフリー映像素材【芝桜／シバザクラ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

芝桜／シバザクラの素材

  
 
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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/shibazakura/index.html (1/2) [18/04/05 14:00:17]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/shibazakura/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/shibazakura/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【芝桜／シバザクラ】

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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【矢車菊／ヤグルマギク】)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【矢車菊／ヤグルマギク】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

矢車菊／ヤグルマギクの素材

     

     

     

   
 
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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【矢車菊／ヤグルマギク】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【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)【桃色昼咲き月見草】

4K HDフリー映像素材【桃色昼咲き月見草】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桃色昼咲き月見草の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桃色昼咲き月見草】

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)【セイタカアワダチソウ／背高泡立草】

4K HDフリー映像素材【セイタカアワダチソウ／
背高泡立草】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

セイタカアワダチソウ／背高泡立草の素材

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【セイタカアワダチソウ／背高泡立草】

 
【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：不明な花0001】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0001】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0001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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/flower0001/index.html (1/2) [18/04/05 14:01:30]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/flower0001/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/flower/flower0001/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0001】

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：不明な花0002】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0002】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0002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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0002】

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：不明な花0003】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0003】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0003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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0003】

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：不明な花0004】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0004】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0004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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0004】

【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：不明な花0005】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0005】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0005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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0005】

【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：不明な花0006】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0006】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0006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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0006】

【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：不明な花0007】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0007】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0007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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0007】

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：不明な花0008】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0008】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0008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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0008】

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/30f/flower/flower0008/index.html (2/2) [18/04/05 14:03:34]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0009】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0009】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0009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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0009】

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/30f/flower/flower0009/index.html (2/2) [18/04/05 14:03:50]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0010】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0010】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0010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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0010】

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/30f/flower/flower0010/index.html (2/2) [18/04/05 14:04:04]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0011】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0011】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0011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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0011】

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/30f/flower/flower0011/index.html (2/2) [18/04/05 14:04:19]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0012】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0012】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0012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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0012】

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/30f/flower/flower0012/index.html (2/2) [18/04/05 14:04:37]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0013】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0013】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0013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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0013】

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/30f/flower/flower0013/index.html (2/2) [18/04/05 14:04:53]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0014】

4K HDフリー映像素材【花：不明な花0014】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：不明な花0014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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：不明な花0014】

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)【草／くさ】

4K HDフリー映像素材【草／くさ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

草／くさの素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【草／くさ】

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)【アカザ／藜】

4K HDフリー映像素材【アカザ／藜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

アカザ／藜の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【アカザ／藜】

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/30f/plant/akaza/index.html (2/2) [18/04/05 14:05:40]



【とうもろこし／もろこし／コーン】)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【とうもろこし／もろこし
／コーン】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

とうもろこし／もろこし／コーンの素材

     

     

     

  
 
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？ 
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【とうもろこし／もろこし／コーン】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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/30f/plant/corn/index.html (2/2) [18/04/05 14:06:06]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ダイコンソウ】

4K HDフリー映像素材【ダイコンソウ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ダイコンソウの素材

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ダイコンソウ】

【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)【大豆】

4K HDフリー映像素材【大豆】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

大豆の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【大豆】

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)【ふきのとう】

4K HDフリー映像素材【ふきのとう】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ふきのとうの素材

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ふきのとう】

【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)【ゴボウ／牛蒡】

4K HDフリー映像素材【ゴボウ／牛蒡】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ゴボウ／牛蒡の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ゴボウ／牛蒡】

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)【ヒエ／稗】

4K HDフリー映像素材【ヒエ／稗】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ヒエ／稗の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ヒエ／稗】

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)【インゲン】

4K HDフリー映像素材【インゲン】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

インゲンの素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【インゲン】

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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【キャベツ】)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【キャベツ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

キャベツの素材

     

 
 
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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【キャベツ】)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)【こごみ】

4K HDフリー映像素材【こごみ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

こごみの素材

     

     

     

   
 
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。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/index.html (1/2) [18/04/05 14:08:36]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/plant/kogomi/0018/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【こごみ】

 
【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)【わらび／ワラビ／蕨】

4K HDフリー映像素材【わらび／ワラビ／蕨】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

わらび／ワラビ／蕨の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【わらび／ワラビ／蕨】

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/30f/plant/warabi/index.html (2/2) [18/04/05 14:08:52]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【キュウリ／胡瓜】

4K HDフリー映像素材【キュウリ／胡瓜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

キュウリ／胡瓜の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【キュウリ／胡瓜】

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)【サニーレタス／リーフレタス】

4K HDフリー映像素材【サニーレタス／リーフレ
タス】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

サニーレタス／リーフレタスの素材

    
 
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？ 
【回答】大丈夫です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【サニーレタス／リーフレタス】

 
【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)【麦／むぎ】

4K HDフリー映像素材【麦／むぎ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

麦／むぎの素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【麦／むぎ】

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)【長芋／ながいも】

4K HDフリー映像素材【長芋／ながいも】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長芋／ながいもの素材

     

     

 
 
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)【長芋／ながいも】

 
【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)【ナンテン／南天】

4K HDフリー映像素材【ナンテン／南天】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ナンテン／南天の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ナンテン／南天】

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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【エノコログサ／ネコジャラシ】)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【エノコログサ／ネコジャ
ラシ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

エノコログサ／ネコジャラシの素材

   
 
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。 
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【エノコログサ／ネコジャラシ】)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/30f/plant/nekojyarashi/index.html (2/2) [18/04/05 14:10:29]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ネギ／葱】

4K HDフリー映像素材【ネギ／葱】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ネギ／葱の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ネギ／葱】

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)【野沢菜】

4K HDフリー映像素材【野沢菜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

野沢菜の素材

     

   
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【野沢菜】

【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)【オオハンゴウソウ】

4K HDフリー映像素材【オオハンゴウソウ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

オオハンゴウソウの素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【オオハンゴウソウ】

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)【パセリ】

4K HDフリー映像素材【パセリ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

パセリの素材

     

     

  
 
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)【パセリ】

 
【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)【芋／ジャガイモ／ポテト】

4K HDフリー映像素材【芋／ジャガイモ／ポテ
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

芋／ジャガイモ／ポテトの素材

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【芋／ジャガイモ／ポテト】

 
【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：カボチャ／南瓜／パンプキン】

4K HDフリー映像素材【花：カボチャ／南瓜／パ
ンプキン】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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：カボチャ／南瓜／パンプキンの素材

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：カボチャ／南瓜／パンプキン】

 
【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)【シダ／歯朶】

4K HDフリー映像素材【シダ／歯朶】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

シダ／歯朶の素材

     

   
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【シダ／歯朶】

【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)【ススキ】

4K HDフリー映像素材【ススキ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ススキの素材

     

     

     

     

     

 
 
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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ススキ】

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)【タラ／タラの芽】

4K HDフリー映像素材【タラ／タラの芽】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

タラ／タラの芽の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【タラ／タラの芽】

     

 
 
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)【トマト】

4K HDフリー映像素材【トマト】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

トマトの素材

     
 
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。 
 
【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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【トマト】

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)【つくし／土筆】

4K HDフリー映像素材【つくし／土筆】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

つくし／土筆の素材

     

     

     

     

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【つくし／土筆】

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)【ウリ／瓜】

4K HDフリー映像素材【ウリ／瓜】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ウリ／瓜の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ウリ／瓜】

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)【荒れ地瓜／アレチウリ】

4K HDフリー映像素材【荒れ地瓜／アレチウリ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

荒れ地瓜／アレチウリの素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【荒れ地瓜／アレチウリ】

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)【砥草／木賊（とくさ）】

4K HDフリー映像素材【砥草／木賊（とくさ）】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

砥草／木賊（とくさ）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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【砥草／木賊（とくさ）】

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)【樹木[一般]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【樹木[一般]】

 
 
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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/tree/general/index.html (2/2) [18/04/05 14:15:55]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/tree/general/0036/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【栗／栗の木】

4K HDフリー映像素材【栗／栗の木】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

栗／栗の木の素材

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【栗／栗の木】

【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)【しだれ栗／枝垂れ栗】

4K HDフリー映像素材【しだれ栗／枝垂れ栗】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

しだれ栗／枝垂れ栗の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【しだれ栗／枝垂れ栗】

     

     

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【しだれ栗／枝垂れ栗】

【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)【白樺／しらかば】

4K HDフリー映像素材【白樺／しらかば】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

白樺／しらかばの素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【白樺／しらかば】

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)【銀杏／イチョウ／ギンナン】

4K HDフリー映像素材【銀杏／イチョウ／ギンナ
ン】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

銀杏／イチョウ／ギンナンの素材

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【銀杏／イチョウ／ギンナン】

 
【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)【紅葉】

4K HDフリー映像素材【紅葉】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

紅葉の素材

     

     

     

     

     

     
 
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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【紅葉】

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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/tree/momiji/index.html (2/2) [18/04/05 14:18:17]

http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【朴の木／朴葉／ほうば】

4K HDフリー映像素材【朴の木／朴葉／ほうば】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

朴の木／朴葉／ほうばの素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【朴の木／朴葉／ほうば】

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)【桂／かつら】

4K HDフリー映像素材【桂／かつら】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桂／かつらの素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桂／かつら】

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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【漆／うるし】)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【漆／うるし】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

漆／うるしの素材

  
 
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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/tree/urushi/index.html (1/2) [18/04/05 14:19:04]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/tree/urushi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/tree/urushi/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


【漆／うるし】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【竹／竹林】

4K HDフリー映像素材【竹／竹林】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

竹／竹林の素材

    
 
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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/tree/take/index.html (1/2) [18/04/05 14:19:18]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【竹／竹林】

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/30f/tree/take/index.html (2/2) [18/04/05 14:19:18]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【榧／カヤ】

4K HDフリー映像素材【榧／カヤ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

榧／カヤの素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【榧／カヤ】

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/30f/tree/kaya/index.html (2/2) [18/04/05 14:19:35]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【松】

4K HDフリー映像素材【松】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

松の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【松】

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/30f/tree/matsu/index.html (2/2) [18/04/05 14:19:51]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【イチイ】

4K HDフリー映像素材【イチイ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

イチイの素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【イチイ】

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/30f/tree/ichii/index.html (2/2) [18/04/05 14:20:09]



【ソヨゴ／冬青】)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【ソヨゴ／冬青】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

ソヨゴ／冬青の素材

     
 
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
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【ソヨゴ／冬青】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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/30f/tree/soyogo/index.html (2/2) [18/04/05 14:20:24]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【柊／ひいらぎ】

4K HDフリー映像素材【柊／ひいらぎ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

柊／ひいらぎの素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【柊／ひいらぎ】

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/30f/tree/hiiragi/index.html (2/2) [18/04/05 14:20:41]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【柿の木】

4K HDフリー映像素材【柿の木】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

柿の木の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【柿の木】

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)【柿】

4K HDフリー映像素材【柿】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

柿の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【柿】

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)【不明なキノコ・茸：0001】

4K HDフリー映像素材【不明なキノコ・茸：
0001】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

不明なキノコ・茸：0001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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【不明なキノコ・茸：0001】

 
【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)【畑】

4K HDフリー映像素材【畑】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

畑の素材

     

     

  
 
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)【畑】

 
【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)【水田／田んぼ】

4K HDフリー映像素材【水田／田んぼ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

水田／田んぼの素材
>>次のページへ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【水田／田んぼ】

     

      
>>次のページへ 
 
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)【鴨／カモ】

4K HDフリー映像素材【鴨／カモ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

鴨／カモの素材

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【鴨／カモ】

【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【白鳥／スワン】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

白鳥／スワンの素材

     

     

     

     

     

     
 
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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【白鳥／スワン】

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)【雉／キジ】

4K HDフリー映像素材【雉／キジ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

雉／キジの素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【雉／キジ】

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【猫】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

猫の素材

 
 
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
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【猫】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【牛／ウシ】

4K HDフリー映像素材【牛／ウシ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

牛／ウシの素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【牛／ウシ】

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)【蛙／カエル／おたまじゃくし／オタマジャクシ】

4K HDフリー映像素材【蛙／カエル／おたまじゃ
くし／オタマジャクシ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

蛙／カエル／おたまじゃくし／オタマジャクシの素材

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【蛙／カエル／おたまじゃくし／オタマジャクシ】

 
【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)【毛虫】

4K HDフリー映像素材【毛虫】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

毛虫の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【毛虫】

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/30f/insect/kemushi/index.html (2/2) [18/04/05 14:25:51]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【蜘蛛／クモ】

4K HDフリー映像素材【蜘蛛／クモ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

蜘蛛／クモの素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【蜘蛛／クモ】

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)【蝗／イナゴ】

4K HDフリー映像素材【蝗／イナゴ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

蝗／イナゴの素材

     

     

 
 
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)【蝗／イナゴ】

 
【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)【蝶々／バタフライ】

4K HDフリー映像素材【蝶々／バタフライ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

蝶々／バタフライの素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【蝶々／バタフライ】

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【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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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)【長野県塩尻市】

 
【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/30f/city/nagano/shiojiri/index.html (3/3) [18/04/05 14:27:37]
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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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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【長野県 茅野市】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 茅野市の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 茅野市】

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)【長野県安曇野市】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市】

     

     

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市】

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/30f/city/nagano/azumino/index.html (3/3) [18/04/05 14:28:57]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市の素材

     

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市】

【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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駒ヶ根市】 【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 駒ヶ根市】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 駒ヶ根市の素材

    
 
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
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駒ヶ根市】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【長野県上伊那郡 辰野町】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡 辰野
町】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡 辰野町の素材

     

     

     

   
 
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)【長野県上伊那郡 辰野町】
【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【長野県木曽郡 木曽町】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡 木曽町の素材

     

     

     

     

 
 
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
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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【長野県木曽郡 南木曽
町】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡 南木曽町の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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。 
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南木曽町】 【長野県木曽郡)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【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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高森町】 【長野県下伊那郡)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【長野県下伊那郡 高森
町】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡 高森町の素材

  
 
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。 
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高森町】 【長野県下伊那郡)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。 
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筑北村】 【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 筑北村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 筑北村の素材

     

   
 
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。 
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筑北村】 【長野県)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)【長野県 木祖村】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 木祖村】

 
【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 朝日村】

4K HDフリー映像素材【長野県 朝日村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 朝日村の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 朝日村】

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 大桑村】

4K HDフリー映像素材【長野県 大桑村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大桑村の素材

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 大桑村】

 
【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)【長野県木曽郡 王滝村】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡 王滝村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡 王滝村の素材

     

     

     

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡 王滝村】

 
【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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白馬村】 【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 白馬村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 白馬村の素材

     

     

     

     

     

   
 
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://
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白馬村】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【長野県諏訪郡　原村】

4K HDフリー映像素材【長野県諏訪郡　原村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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】

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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栄村】 【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 栄村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 栄村の素材

     

    
 
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。 
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栄村】 【長野県)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)【長野県上伊那郡 宮田村】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡 宮田
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡 宮田村の素材

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡 宮田村】

 
【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/30f/village/nagano/miyada/index.html (2/2) [18/04/05 14:35:44]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡 中川村】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡 中川
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡 中川村の素材

     

     

     

   
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡 中川村】
【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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南牧村】 【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 南牧村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 南牧村の素材

   
 
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
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南牧村】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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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国頭郡恩納村】 【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 国頭郡恩納村】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 国頭郡恩納村の素材

     

     

    
 
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。 
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国頭郡恩納村】 【沖縄県)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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【長野県松本市役所】)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【長野県松本市役所】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県松本市役所の素材

  
 
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
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【長野県松本市役所】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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　田川高校】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市　田川高
校】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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　田川高校の素材

     

     

 
 
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？ 
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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　田川高校】

【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)【長野県塩尻市 長興寺】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 長興寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 長興寺の素材

     

     

     

     

   
 
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
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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 長興寺】

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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...temple/nagano/shiojiri/choukouji/index.html (2/2) [18/04/05 14:37:57]

http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 福聚寺】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 福聚寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 福聚寺の素材

     

     

     

     

   
 
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
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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 福聚寺】

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)【長野県塩尻市 池生神社】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 池生神
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 池生神社の素材

     

     

     

     

 
 
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。
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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 池生神社】

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)【長野県塩尻市 常光寺[北熊井]】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 常光寺[北
熊井]】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 常光寺[北熊井]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。
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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 常光寺[北熊井]】

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)【長野県塩尻市 郷福寺】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 郷福寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 郷福寺の素材

     

     

     

    
 
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。 
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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 郷福寺】

 
【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)【長野県塩尻市 無量寺】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 無量寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 無量寺の素材

     

  
 
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。 
 
【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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 無量寺】

【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 松林寺】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 松林寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 松林寺の素材

     

   
 
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。 
 
【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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 松林寺】

【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 東漸寺】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 東漸寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 東漸寺の素材
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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 東漸寺】

     

   
 
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【長野県塩尻市 善立寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 善立寺の素材

     
 
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。 
 
【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
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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 善立寺】

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【長野県塩尻市 本山神
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 本山神社の素材

     

 
 
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。 
 
【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)【長野県塩尻市 本山神社】
【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 大宮八幡】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 大宮八
幡】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大宮八幡の素材

     

    
 
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)【長野県塩尻市 大宮八幡】
【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)【長野県松本市 玄向寺】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 玄向寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 玄向寺の素材

     

     

     

     

   
 
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
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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 玄向寺】

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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保福寺】 【長野県松本市)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【長野県松本市 保福寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 保福寺の素材
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保福寺】 【長野県松本市)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
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保福寺】 【長野県松本市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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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法船寺】 【長野県松本市)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【長野県松本市 法船寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 法船寺の素材
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法船寺】 【長野県松本市)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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...emple/nagano/matsumoto/housenji/index.html (2/2) [18/04/05 14:44:37]

http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 蓮華寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 蓮華寺の素材

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...temple/nagano/matsumoto/rengeji/index.html (1/3) [18/04/05 14:45:36]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/matsumoto/rengeji/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

     

     

     

     

     

  
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

【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)【長野県松本市 桃昌寺】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 桃昌寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 桃昌寺の素材
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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 桃昌寺】

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)【長野県松本市 常楽寺】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 常楽寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 常楽寺の素材

     

     

     

     

     

 
 
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://
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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 常楽寺】

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【長野県松本市 弘長寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 弘長寺の素材

     

     

     

     

     
 
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
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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 弘長寺】

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【長野県松本市 大神社】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大神社の素材

     

    
 
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。 
 
【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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【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)【長野県上伊那郡辰野町 上横川神社】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡辰野町 
上横川神社】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 上横川神社の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上横川神社】

【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)【長野県上伊那郡辰野町 源上神社】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡辰野町 
源上神社】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 源上神社の素材

     
 
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。 
 
【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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡辰野町 源上神社】

 
【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)【長野県岡谷市 船魂神社】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県岡谷市 船魂神社】

　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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...0f/temple/nagano/okaya/funatama/index.html (2/2) [18/04/05 14:49:08]

http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 聖光寺】

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 聖光寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 聖光寺の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 聖光寺】

     
 
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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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)【長野県木曽郡木曽町開田 熊野神社】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡木曽町開
田 熊野神社】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木曽町開田 熊野神社の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡木曽町開田 熊野神社】
【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)【長野県木曽郡大桑村 定勝寺】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 定
勝寺】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 定勝寺の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 定勝寺】

【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/...temple/nagano/ookuwa/jyousyouji/index.html (2/2) [18/04/05 14:51:30]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 妙覚寺】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 妙
覚寺】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 妙覚寺の素材

     

  
 
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。 
 
【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)【長野県木曽郡大桑村 妙覚寺】
【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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遠照寺】 【長野県伊那市)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【長野県伊那市 遠照寺】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 遠照寺の素材

     

     
 
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。 
 
【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/index.html (1/2) [18/04/05 14:52:08]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/temple/nagano/ina/onshouji/0010/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


遠照寺】 【長野県伊那市)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)【長野県飯田市 元善光寺】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 元善光
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 元善光寺の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 元善光寺】

【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)【長野県飯田市 麻績神社】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 麻績神
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 麻績神社の素材

     

  
 
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。 
 
【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)【長野県飯田市 麻績神社】
【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/30f/temple/nagano/iida/omi/index.html (2/2) [18/04/05 14:52:53]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：山梨県甲府市 武田神社】

4K HDフリー映像素材【桜：山梨県甲府市 武田
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

桜：山梨県甲府市 武田神社の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：山梨県甲府市 武田神社】

【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)【神奈川県 横浜赤レンガ倉庫】

4K HDフリー映像素材【神奈川県 横浜赤レンガ
倉庫】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

神奈川県 横浜赤レンガ倉庫の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【神奈川県 横浜赤レンガ倉庫】

 
 
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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フランス式階段流路】 牛伏寺砂防ダム 【長野県松本市)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【長野県松本市 牛伏寺砂
防ダム フランス式階段流路】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 牛伏寺砂防ダム フランス式階段流路の素材

   
 
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。 
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フランス式階段流路】 牛伏寺砂防ダム 【長野県松本市)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。 
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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 本山宿】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 本山宿】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 本山宿の素材

     

     

     

   
 
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)【長野県塩尻市 本山宿】

 
【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)【長野県塩尻市 奈良井宿】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 奈良井
宿】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 奈良井宿の素材

     

     

     

 
 
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)【長野県塩尻市 奈良井宿】
【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)【長野県塩尻市 アスティ片丘】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 アスティ
片丘】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 アスティ片丘の素材

  
 
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。 
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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 アスティ片丘】

 
【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/4...tel/nagano/shiojiri/asty_kataoka/index.html (2/2) [18/04/05 14:55:13]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大桑村 須原宿】

4K HDフリー映像素材【長野県大桑村 須原宿】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大桑村 須原宿の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大桑村 須原宿】

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)【長野県南木曽町 妻籠宿】

4K HDフリー映像素材【長野県南木曽町 妻籠
宿】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南木曽町 妻籠宿の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南木曽町 妻籠宿】

 
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)【古民家】

4K HDフリー映像素材【古民家】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

古民家の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【古民家】

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)【長野県松本市 ラーラ松本】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 ラーラ松
本】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 ラーラ松本の素材

     
 
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...agano/matsumoto/lala_matsumoto/index.html (1/2) [18/04/05 14:56:41]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/facilities/nagano/matsumoto/lala_matsumoto/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/facilities/nagano/matsumoto/lala_matsumoto/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/facilities/nagano/matsumoto/lala_matsumoto/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/facilities/nagano/matsumoto/lala_matsumoto/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/facilities/nagano/matsumoto/lala_matsumoto/0005/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 ラーラ松本】

 
【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)【国道20号】

4K HDフリー映像素材【国道20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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

国道20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。 
 
【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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【国道20号】

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　県道294号／郷原街道】

4K HDフリー映像素材【長野県　県道294号／郷
原街道】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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　県道294号／郷原街道の素材

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　県道294号／郷原街道】

 
【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／松本市 山麓線】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市／松本市 
山麓線】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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／松本市 山麓線の素材

   
 
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。 
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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／松本市 山麓線】

 
【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/4...hidou/nagano/shiojiri/sanrokusen/index.html (2/2) [18/04/05 14:57:25]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【小黒川パーキングエリア】

4K HDフリー映像素材【小黒川パーキングエリ
ア】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

小黒川パーキングエリアの素材

     

    
 
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)【小黒川パーキングエリア】
【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)【長野県茅野市 杖突峠】

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 杖突峠】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 杖突峠の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 杖突峠】

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 麦草峠】

4K HDフリー映像素材【長野県 麦草峠】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 麦草峠の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 麦草峠】

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 塩尻峠】

4K HDフリー映像素材【長野県 塩尻峠】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 塩尻峠の素材

     

  
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 塩尻峠】

【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 権兵衛峠】

4K HDフリー映像素材【長野県 権兵衛峠】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 権兵衛峠の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 権兵衛峠】

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 九蔵峠】

4K HDフリー映像素材【長野県 九蔵峠】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 九蔵峠の素材

     

     

     

     

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 九蔵峠】

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)【長野県木曽郡王滝村 常盤トンネル】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡王滝村 常
盤トンネル】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡王滝村 常盤トンネルの素材

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡王滝村 常盤トンネル】

 
【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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山吹トンネル】 【長野県木曽郡木祖村)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【長野県木曽郡木祖村 山
吹トンネル】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木祖村 山吹トンネルの素材

     

     
 
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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山吹トンネル】 【長野県木曽郡木祖村)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 青木湖第1号トンネル】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 青木湖第1
号トンネル】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 青木湖第1号トンネルの素材

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 青木湖第1号トンネル】

 
【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/30f/tunnel/nagano/aokiko_dai1/index.html (2/2) [18/04/05 15:00:39]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【群馬県吾妻郡草津町 草津温泉】

4K HDフリー映像素材【群馬県吾妻郡草津町 草
津温泉】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

群馬県吾妻郡草津町 草津温泉の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【群馬県吾妻郡草津町 草津温泉】
【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)【長野県山ノ内町 地獄谷野猿公苑（地獄谷温泉）】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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。 
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【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)【長野県南木曽町 富貴畑高原温泉郷】

4K HDフリー映像素材【長野県南木曽町 富貴畑
高原温泉郷】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南木曽町 富貴畑高原温泉郷の素材

     

     

     

     

 
 
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。

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/index.html (1/2) [18/04/05 15:02:48]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/spa/nagano/fukihatakougen/0021/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南木曽町 富貴畑高原温泉郷】

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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田川浦温泉】 【長野県塩尻市)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【長野県塩尻市 田川浦温
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 田川浦温泉の素材

     

 
 
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？ 
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田川浦温泉】 【長野県塩尻市)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道旭川市 就実の丘】

4K HDフリー映像素材【北海道旭川市 就実の
丘】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道旭川市 就実の丘の素材

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道旭川市 就実の丘】

 
【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)【北海道上川郡美瑛町 青い池】

4K HDフリー映像素材【北海道上川郡美瑛町 青
い池】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道上川郡美瑛町 青い池の素材

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道上川郡美瑛町 青い池】

 
【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)【北海道美瑛町 千代田の丘】

4K HDフリー映像素材【北海道美瑛町 千代田の
丘】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道美瑛町 千代田の丘の素材

     

  
 
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)【北海道美瑛町 千代田の丘】
【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)【北海道美瑛町 三愛の丘】

4K HDフリー映像素材【北海道美瑛町 三愛の
丘】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道美瑛町 三愛の丘の素材

     

 
 
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)【北海道美瑛町 三愛の丘】
【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)【北海道美瑛町 セブンスターの木】

4K HDフリー映像素材【北海道美瑛町 セブンス
ターの木】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道美瑛町 セブンスターの木の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道美瑛町 セブンスターの木】
【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/4...tseeing/hokkaidou/biei/sevenstar/index.html (2/2) [18/04/05 15:04:27]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道美瑛町 マイルドセブンの丘】

4K HDフリー映像素材【北海道美瑛町 マイルド
セブンの丘】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道美瑛町 マイルドセブンの丘の素材

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道美瑛町 マイルドセブンの丘】

 
【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/...g/hokkaidou/biei/mildsevennooka/index.html (2/2) [18/04/05 15:04:41]



パッチワークの路】 【北海道美瑛町)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【北海道美瑛町 パッチ
ワークの路】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道美瑛町 パッチワークの路の素材

     
 
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/...hokkaidou/biei/patchworknomichi/index.html (1/2) [18/04/05 15:04:56]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/hokkaidou/biei/patchworknomichi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/hokkaidou/biei/patchworknomichi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/hokkaidou/biei/patchworknomichi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/hokkaidou/biei/patchworknomichi/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/hokkaidou/biei/patchworknomichi/0005/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


パッチワークの路】 【北海道美瑛町)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/...hokkaidou/biei/patchworknomichi/index.html (2/2) [18/04/05 15:04:56]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道美瑛町 新栄の丘】

4K HDフリー映像素材【北海道美瑛町 新栄の
丘】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道美瑛町 新栄の丘の素材

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道美瑛町 新栄の丘】

 
【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/4...eeing/hokkaidou/biei/shineinooka/index.html (2/2) [18/04/05 15:05:10]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道美瑛町 四季彩の丘】

4K HDフリー映像素材【北海道美瑛町 四季彩の
丘】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道美瑛町 四季彩の丘の素材

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道美瑛町 四季彩の丘】

 
【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/4...ing/hokkaidou/biei/shikisainooka/index.html (2/2) [18/04/05 15:05:25]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道富良野 フラワーランドかみふらの】

4K HDフリー映像素材【北海道富良野 フラワー
ランドかみふらの】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道富良野 フラワーランドかみふらのの素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道富良野 フラワーランドかみふらの】

【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)【北海道富良野 ファーム富田 ラベンダー園】

4K HDフリー映像素材【北海道富良野 ファーム
富田 ラベンダー園】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道富良野 ファーム富田 ラベンダー園の素材

     

     

     

     

   
 
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
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道富良野 ファーム富田 ラベンダー園】

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)【北海道留萌市 黄金岬】

4K HDフリー映像素材【北海道留萌市 黄金岬】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

北海道留萌市 黄金岬の素材

     

     

     

     

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【北海道留萌市 黄金岬】

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)【新潟県 親不知コミュニティーロード】

4K HDフリー映像素材【新潟県 親不知コミュニ
ティーロード】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県 親不知コミュニティーロードの素材

     

   
 
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)【新潟県 親不知コミュニティーロード】
【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)【長野県安曇野市 大王わさび農場】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 大王わ
さび農場】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 大王わさび農場の素材

     

     

     

  
 
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)【長野県安曇野市 大王わさび農場】
【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 上高地】

4K HDフリー映像素材【長野県 上高地】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 上高地の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
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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寝覚ノ床】 【長野県木曽郡上松町)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【長野県木曽郡上松町 寝
覚ノ床】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡上松町 寝覚ノ床の素材
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寝覚ノ床】 【長野県木曽郡上松町)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 赤沢自然休養林】

4K HDフリー映像素材【長野県 赤沢自然休養
林】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 赤沢自然休養林の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 赤沢自然休養林】

     

     

     

     

     

     

     
 
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 赤沢自然休養林】

【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 富士見高原リゾート】

4K HDフリー映像素材【長野県 富士見高原リ
ゾート】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 富士見高原リゾートの素材

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 富士見高原リゾート】

 
【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)【長野県茅野市 奥蓼科】

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 奥蓼科】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 奥蓼科の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 奥蓼科】

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 蓼科牧場】

4K HDフリー映像素材【長野県 蓼科牧場】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 蓼科牧場の素材

     

    
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 蓼科牧場】

【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 原村自然文化園】

4K HDフリー映像素材【長野県 原村自然文化
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 原村自然文化園の素材
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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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【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)【松本市四賀 福寿草まつり】

4K HDフリー映像素材【松本市四賀 福寿草まつ
り】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

松本市四賀 福寿草まつりの素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【松本市四賀 福寿草まつり】

　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)【長野県上水内郡信濃町 一茶記念館】

4K HDフリー映像素材【長野県上水内郡信濃町 
一茶記念館】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上水内郡信濃町 一茶記念館の素材

     

     

     

  
 
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)【長野県上水内郡信濃町 一茶記念館】
【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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立山黒部アルペンルート】 【富山県)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【富山県 立山黒部アルペ
ンルート】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

富山県 立山黒部アルペンルートの素材
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立山黒部アルペンルート】 【富山県)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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堂ヶ島】 【静岡県賀茂郡西伊豆町)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【静岡県賀茂郡西伊豆町 
堂ヶ島】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県賀茂郡西伊豆町 堂ヶ島の素材
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堂ヶ島】 【静岡県賀茂郡西伊豆町)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)【静岡県伊豆市 恋人岬】

4K HDフリー映像素材【静岡県伊豆市 恋人岬】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県伊豆市 恋人岬の素材

   
 
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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ghtseeing/shizuoka/koibitomisaki/index.html (1/2) [18/04/05 15:15:58]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/koibitomisaki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/koibitomisaki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/koibitomisaki/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県伊豆市 恋人岬】

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)【静岡県賀茂郡西伊豆町 黄金岬】

4K HDフリー映像素材【静岡県賀茂郡西伊豆町 
黄金岬】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県賀茂郡西伊豆町 黄金岬の素材

     

     

   
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...ightseeing/shizuoka/ougonmisaki/index.html (1/2) [18/04/05 15:16:21]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/sightseeing/shizuoka/ougonmisaki/0013/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県賀茂郡西伊豆町 黄金岬】

【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)【静岡県駿東郡清水町 柿田川遊水池】

4K HDフリー映像素材【静岡県駿東郡清水町 柿
田川遊水池】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

静岡県駿東郡清水町 柿田川遊水池の素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【静岡県駿東郡清水町 柿田川遊水池】

【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)【岐阜県 白川郷】

4K HDフリー映像素材【岐阜県 白川郷】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

岐阜県 白川郷の素材

     

     

     

     

     

    
 
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://
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【岐阜県 白川郷】

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)【岐阜県 五箇山の合掌造り集落】

4K HDフリー映像素材【岐阜県 五箇山の合掌造
り集落】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

岐阜県 五箇山の合掌造り集落の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【岐阜県 五箇山の合掌造り集落】

【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)【石川県志賀町 巌門洞窟】

4K HDフリー映像素材【石川県志賀町 巌門洞
窟】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

石川県志賀町 巌門洞窟の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【石川県志賀町 巌門洞窟】

　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)【福井県坂井市 東尋坊】

4K HDフリー映像素材【福井県坂井市 東尋坊】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

福井県坂井市 東尋坊の素材

     

     

     

     

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【福井県坂井市 東尋坊】

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)【山梨県 本栖湖 富士芝桜まつり】

4K HDフリー映像素材【山梨県 本栖湖 富士芝桜
まつり】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県 本栖湖 富士芝桜まつりの素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県 本栖湖 富士芝桜まつり】

【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)【山梨県 西湖いやしの里根場】

4K HDフリー映像素材【山梨県 西湖いやしの里
根場】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県 西湖いやしの里根場の素材

     

     

     

  
 
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)【山梨県 西湖いやしの里根場】
【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)【群馬県片品村 丸沼】

4K HDフリー映像素材【群馬県片品村 丸沼】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

群馬県片品村 丸沼の素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【群馬県片品村 丸沼】

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)【栃木県 奥日光 金精峠】

4K HDフリー映像素材【栃木県 奥日光 金精峠】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

栃木県 奥日光 金精峠の素材

     

     

     

     

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【栃木県 奥日光 金精峠】

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)【栃木県日光市 湯の湖】

4K HDフリー映像素材【栃木県日光市 湯の湖】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

栃木県日光市 湯の湖の素材

     

     

     

     

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【栃木県日光市 湯の湖】

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)【和歌山県串本町　橋杭岩】

4K HDフリー映像素材【和歌山県串本町　橋杭
岩】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

和歌山県串本町　橋杭岩の素材

     

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【和歌山県串本町　橋杭岩】

【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)【東京スカイツリー／TOKYO SKYTREE】

4K HDフリー映像素材【東京スカイツリー／
TOKYO SKYTREE】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

東京スカイツリー／TOKYO SKYTREE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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【東京スカイツリー／TOKYO SKYTREE】

【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)【長野県大町市 サンアルピナ鹿島槍スキー場】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 サンアル
ピナ鹿島槍スキー場】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 サンアルピナ鹿島槍スキー場の素材

     
 
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。 
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【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)【砂嵐】

4K HDフリー映像素材【砂嵐】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

砂嵐の素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【砂嵐】

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【長野県松本市 信州スカ
イパーク（松本空港公園）】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 信州スカイパーク（松本空港公園）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
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？ 
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【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【長野県塩尻市 桜の丘公
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 桜の丘公園の素材

     

     

 
 
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
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？ 
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【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【長野県岡谷市 塩嶺小野
立公園】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 塩嶺小野立公園の素材

     

     

     

     

 
 
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
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。
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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)【長野県岡谷市 やまびこ公園】

4K HDフリー映像素材【長野県岡谷市 やまびこ
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 やまびこ公園の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県岡谷市 やまびこ公園】

     
 
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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花岡公園】 【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 花岡公
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 花岡公園の素材

     

     

     

     

  
 
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
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。
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花岡公園】 【長野県岡谷市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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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天白公園】 【長野県南木曽町)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【長野県南木曽町 天白公
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南木曽町 天白公園の素材

     

    
 
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
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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天白公園】 【長野県南木曽町)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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【千葉県富津市 千葉県立富津公園】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【千葉県富津市 千葉県立富津公園】

  
 
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)【新潟県能生町 かもめ公園】

4K HDフリー映像素材【新潟県能生町 かもめ公
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県能生町 かもめ公園の素材

    
 
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
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県能生町 かもめ公園】

 
【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)【諏訪湖祭湖上花火大会 2014年8月15日】

4K HDフリー映像素材【諏訪湖祭湖上花火大会 
2014年8月15日】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

諏訪湖祭湖上花火大会 2014年8月15日の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【諏訪湖祭湖上花火大会 2014年8月15日】

     

   
 
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)【全国新作花火競技大会 2014年9月6日】

4K HDフリー映像素材【全国新作花火競技大会 
2014年9月6日】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

全国新作花火競技大会 2014年9月6日の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【全国新作花火競技大会 2014年9月6日】

【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【全国新作花火競技大会 
2014年9月6日】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

全国新作花火競技大会 2017年9月2日の素材

     

     

     
 
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？ 
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【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【長野県 諏訪湖サマーナ
イトフェスティバル 2017年】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 諏訪湖サマーナイトフェスティバル 2017年の素材
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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【第62回 高ボッチ高原 観
光草競馬 2015年8月2日】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

第62回 高ボッチ高原 観光草競馬 2015年8月2日の素材
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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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【第62回 高ボッチ高原 観光草競馬 2015年8月2日】

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)【こいのぼり／鯉のぼり】

4K HDフリー映像素材【こいのぼり／鯉のぼり】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

こいのぼり／鯉のぼりの素材

     

     

     
 
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)【こいのぼり／鯉のぼり】

 
【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)【水車】

4K HDフリー映像素材【水車】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

水車の素材

     

     
 
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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/index.html (1/2) [18/04/05 15:28:22]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/machine/suisya/0010/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【水車】

【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)【千葉県 成田国際空港】

4K HDフリー映像素材【千葉県 成田国際空港】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 成田国際空港の素材

     

 
 
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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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【千葉県 成田国際空港】

【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)【岐阜県 新穂高ロープウェイ】

4K HDフリー映像素材【岐阜県 新穂高ロープ
ウェイ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

岐阜県 新穂高ロープウェイの素材

     

 
 
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)【岐阜県 新穂高ロープウェイ】
【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)【電車：特急あずさ】

4K HDフリー映像素材【電車：特急あずさ】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

電車：特急あずさの素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【電車：特急あずさ】

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)【電車：特急スーパーあずさ】

4K HDフリー映像素材【電車：特急スーパーあず
さ】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

電車：特急スーパーあずさの素材

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【電車：特急スーパーあずさ】

 
【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)【電車：123系】

4K HDフリー映像素材【電車：123系】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

電車：123系の素材

  
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【電車：123系】

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)【電車：211系】

4K HDフリー映像素材【電車：211系】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

電車：211系の素材

 
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【電車：211系】

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)【江ノ島電鉄】

4K HDフリー映像素材【江ノ島電鉄】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

江ノ島電鉄の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【江ノ島電鉄】

 
 
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)【長野県塩尻市 塩尻駅】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 塩尻駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 塩尻駅の素材
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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 塩尻駅】

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)【長野県塩尻市 広丘駅】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 広丘駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 広丘駅の素材

     

     

 
 
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。 
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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 広丘駅】

 
【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)【長野県松本市 村井駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 村井駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 村井駅の素材

     

     
 
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。 
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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 村井駅】

【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)【長野県松本市 平田駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 平田駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 平田駅の素材

     

     

     

   
 
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。 
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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 平田駅】

 
【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)【長野県松本市 南松本駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 南松本
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 南松本駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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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 南松本駅】
【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/.../station/nagano/minamimatsumoto/index.html (2/2) [18/04/05 15:32:32]



松本駅】 【長野県松本市)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【長野県松本市 松本駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 松本駅の素材

     

     

     
 
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。 
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松本駅】 【長野県松本市)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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田沢駅】 【長野県安曇野市)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【長野県安曇野市 田沢
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 田沢駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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田沢駅】 【長野県安曇野市)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)【長野県安曇野市 明科駅】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 明科
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 明科駅の素材

     

     

     

    
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 明科駅】
【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)【長野県東筑摩郡筑北村 西条駅】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡筑北村 
西条駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡筑北村 西条駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 西条駅】

【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)【長野県東筑摩郡筑北村 坂北駅】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡筑北村 
坂北駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡筑北村 坂北駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 坂北駅】
【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)【長野県東筑摩郡麻績村 聖高原駅】

4K HDフリー映像素材【長野県東筑摩郡麻績村 
聖高原駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡麻績村 聖高原駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 聖高原駅】

【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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冠着駅】 【長野県東筑摩郡筑北村)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【長野県東筑摩郡筑北村 
冠着駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県東筑摩郡筑北村 冠着駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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冠着駅】 【長野県東筑摩郡筑北村)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)【長野県千曲市 姨捨駅】

4K HDフリー映像素材【長野県千曲市 姨捨駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県千曲市 姨捨駅の素材

     

     

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県千曲市 姨捨駅】

 
【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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稲荷山駅】 【長野県長野市)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【長野県長野市 稲荷山
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 稲荷山駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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稲荷山駅】 【長野県長野市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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/30f/station/nagano/inariyama/index.html (2/2) [18/04/05 15:36:10]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県長野市 篠ノ井駅】

4K HDフリー映像素材【長野県長野市 篠ノ井
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 篠ノ井駅の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県長野市 篠ノ井駅】

【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)【長野県長野市 今井駅】

4K HDフリー映像素材【長野県長野市 今井駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 今井駅の素材

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県長野市 今井駅】

【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)【長野県長野市 川中島駅】

4K HDフリー映像素材【長野県長野市 川中島
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 川中島駅の素材

     

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県長野市 川中島駅】

【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)【長野県長野市 安茂里駅】

4K HDフリー映像素材【長野県長野市 安茂里
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 安茂里駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県長野市 安茂里駅】
【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)【長野県長野市 北長野駅】

4K HDフリー映像素材【長野県長野市 北長野
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 北長野駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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【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【長野県長野市 三才駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 三才駅の素材

     

     

     

    
 
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。 
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【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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豊野駅】 【長野県長野市)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【長野県長野市 豊野駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 豊野駅の素材

     
 
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
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豊野駅】 【長野県長野市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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【長野県上水内郡飯綱町 
牟礼駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上水内郡飯綱町 牟礼駅の素材

     

     

     

     

    
 
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。
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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【長野県上水内郡信濃町 
古間駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上水内郡信濃町 古間駅の素材

     

     

     

   
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上水内郡信濃町 古間駅】
【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)【長野県上水内郡信濃町 黒姫駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上水内郡信濃町 
黒姫駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上水内郡信濃町 黒姫駅の素材

     

     

     

     

    
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上水内郡信濃町 黒姫駅】

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)【新潟県妙高市 妙高高原駅】

4K HDフリー映像素材【新潟県妙高市 妙高高原
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県妙高市 妙高高原駅の素材

     

     

     

   
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県妙高市 妙高高原駅】
【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【新潟県妙高市 関山駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県妙高市 関山駅の素材

     

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県妙高市 関山駅】

 
【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【新潟県上越市 二本木
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県上越市 二本木駅の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県上越市 二本木駅】

【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)【新潟県妙高市 新井駅】

4K HDフリー映像素材【新潟県妙高市 新井駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県妙高市 新井駅の素材

     

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県妙高市 新井駅】

 
【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)【新潟県妙高市 北新井駅】

4K HDフリー映像素材【新潟県妙高市 北新井
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県妙高市 北新井駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県妙高市 北新井駅】
【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 みどり湖駅】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 みどり湖
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 みどり湖駅の素材
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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 みどり湖駅】

 
 
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)【長野県上伊那郡辰野町 小野駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡辰野町 
小野駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 小野駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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【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【長野県上伊那郡辰野町 
信濃川島駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 信濃川島駅の素材
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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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【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【長野県上伊那郡辰野町 
辰野駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 辰野駅の素材

     

     

 
 
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？ 
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【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【長野県岡谷市 川岸駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 川岸駅の素材

     

     

     

     

  
 
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
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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【長野県岡谷市 岡谷駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 岡谷駅の素材

     

     

     
 
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。 
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【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【長野県諏訪郡下諏訪町 
下諏訪駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県諏訪郡下諏訪町 下諏訪駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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【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【長野県諏訪市 上諏訪駅
周辺】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県諏訪市 上諏訪駅周辺の素材
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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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【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【長野県茅野市 茅野駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 茅野駅の素材

     

     

     

     

 
 
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
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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【長野県茅野市 青柳駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県茅野市 青柳駅の素材

     

     

 
 
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。 
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【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【長野県諏訪郡富士見町 
すずらんの里駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県諏訪郡富士見町 すずらんの里駅の素材

     

     

     

     

     
 
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。
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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【長野県諏訪郡富士見町 
富士見駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県諏訪郡富士見町 富士見駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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【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)【長野県諏訪郡富士見町 信濃境駅】

4K HDフリー映像素材【長野県諏訪郡富士見町 
信濃境駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県諏訪郡富士見町 信濃境駅の素材

     

     

   
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/index.html (1/2) [18/04/05 15:48:33]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanosakai/0013/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県諏訪郡富士見町 信濃境駅】

【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)【長野県塩尻市 洗馬駅】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 洗馬駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 洗馬駅の素材

     

     

     

     

     

  
 
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://
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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 洗馬駅】

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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日出塩駅】 【長野県塩尻市)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【長野県塩尻市 日出塩
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 日出塩駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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日出塩駅】 【長野県塩尻市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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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贄川駅】 【長野県塩尻市)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【長野県塩尻市 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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 贄川駅の素材
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贄川駅】 【長野県塩尻市)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
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贄川駅】 【長野県塩尻市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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 木曽平沢駅】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 木曽平沢
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 木曽平沢駅の素材

     

     

     

     

   
 
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。
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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 木曽平沢駅】

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)【長野県塩尻市 奈良井駅】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 奈良井
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 奈良井駅の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答
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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 奈良井駅】

　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)【長野県木曽郡木祖村 薮原】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡木祖村 薮
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木祖村 薮原駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡木祖村 薮原】
【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【長野県木曽郡木曽町 宮
ノ越駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木曽町 宮ノ越駅の素材

     

   
 
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？ 
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【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【長野県木曽郡木曽町 原
野駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木曽町 原野駅の素材

     

     

     

     

   
 
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。
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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【長野県木曽郡木曽町 木
曽福島駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡木曽町 木曽福島駅の素材

     

     

     

     
 
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）。 
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【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【長野県木曽郡上松町 上
松駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡上松町 上松駅の素材

     

     

 
 
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？ 
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【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)【長野県木曽郡上松町 倉本駅】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡上松町 倉
本駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡上松町 倉本駅の素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡上松町 倉本駅】

　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)【長野県木曽郡大桑村 須原駅】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 須
原駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 須原駅の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 須原駅】

　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)【長野県木曽郡大桑村 大桑駅】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 大
桑駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 大桑駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 大桑駅】

【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)【長野県木曽郡大桑村 野尻駅】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡大桑村 野
尻駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡大桑村 野尻駅の素材

     

     

     

     

   
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 野尻駅】

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)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡南木曽町 
十二兼駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅の素材

     

     

     

     

  
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅】

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【長野県木曽郡南木曽町 
南木曽駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅】

【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)【長野県木曽郡南木曽町 田立駅】

4K HDフリー映像素材【長野県木曽郡南木曽町 
田立駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県木曽郡南木曽町 田立駅の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡南木曽町 田立駅】

    
 
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)【長野県長野市 信濃浅野駅】

4K HDフリー映像素材【長野県長野市 信濃浅野
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 信濃浅野駅の素材

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県長野市 信濃浅野駅】

 
【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)【長野県長野市 立ヶ花駅】

4K HDフリー映像素材【長野県長野市 立ヶ花
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県長野市 立ヶ花駅の素材

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県長野市 立ヶ花駅】
【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)【長野県中野市 上今井駅】

4K HDフリー映像素材【長野県中野市 上今井
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県中野市 上今井駅の素材

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県中野市 上今井駅】
【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)【長野県中野市 替佐駅】

4K HDフリー映像素材【長野県中野市 替佐駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県中野市 替佐駅の素材

     

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県中野市 替佐駅】

【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)【長野県飯山市 蓮駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯山市 蓮駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 蓮駅の素材

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯山市 蓮駅】

【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)【長野県飯山市 飯山駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯山市 飯山駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 飯山駅の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯山市 飯山駅】

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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北飯山駅】 【長野県飯山市)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【長野県飯山市 北飯山
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 北飯山駅の素材

     

     
 
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？ 
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北飯山駅】 【長野県飯山市)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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信濃平駅】 【長野県飯山市)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【長野県飯山市 信濃平
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 信濃平駅の素材

     

     

     

    
 
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）。 
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信濃平駅】 【長野県飯山市)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)【長野県飯山市 戸狩野沢温泉駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯山市 戸狩野沢
温泉駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 戸狩野沢温泉駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯山市 戸狩野沢温泉駅】
【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)【長野県飯山市 上境駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯山市 上境駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 上境駅の素材

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯山市 上境駅】

 
【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)【長野県飯山市 上桑名川駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯山市 上桑名川
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 上桑名川駅の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯山市 上桑名川駅】

【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)【長野県飯山市 桑名川駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯山市 桑名川
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 桑名川駅の素材

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯山市 桑名川駅】
【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)【長野県飯山市 西大滝駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯山市 西大滝
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯山市 西大滝駅の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯山市 西大滝駅】

【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)【長野県下水内郡栄村 信濃白鳥駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下水内郡栄村 信
濃白鳥駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下水内郡栄村 信濃白鳥駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下水内郡栄村 信濃白鳥駅】
【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)【長野県下水内郡栄村 平滝駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下水内郡栄村 平
滝駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下水内郡栄村 平滝駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下水内郡栄村 平滝駅】

【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)【長野県下水内郡栄村 横倉駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下水内郡栄村 横
倉駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下水内郡栄村 横倉駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下水内郡栄村 横倉駅】

【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)【長野県下水内郡栄村 森宮野原駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下水内郡栄村 森
宮野原駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下水内郡栄村 森宮野原駅の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下水内郡栄村 森宮野原駅】

　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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...f/station/nagano/morimiyanohara/index.html (2/2) [18/04/05 16:03:00]
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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 北松本駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 北松本
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 北松本駅の素材

     

     
 
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？ 
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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 北松本駅】
【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)【長野県松本市 島内駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 島内駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 島内駅の素材

     

     

   
 
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。 
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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 島内駅】

 
【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/30f/station/nagano/shimauchi/index.html (2/2) [18/04/05 16:03:42]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県松本市 島高松駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 島高松
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 島高松駅の素材

     

     

 
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...f/station/nagano/shimatakamatsu/index.html (1/2) [18/04/05 16:04:02]
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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 島高松駅】

【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)【長野県安曇野市 梓橋駅】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 梓橋
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 梓橋駅の素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 梓橋駅】
【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)【長野県安曇野市 一日市場駅】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 一日市
場駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 一日市場駅の素材

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 一日市場駅】
【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/30f/station/nagano/hitoichiba/index.html (2/2) [18/04/05 16:04:35]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 中萱駅】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 中萱
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 中萱駅の素材

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 中萱駅】
【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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南豊科駅】 【長野県安曇野市)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【長野県安曇野市 南豊科
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 南豊科駅の素材

     

     
 
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？ 
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南豊科駅】 【長野県安曇野市)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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豊科駅】 【長野県安曇野市)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【長野県安曇野市 豊科
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 豊科駅の素材

     

     

  
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/toyoshina/index.html (1/2) [18/04/05 16:05:34]
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豊科駅】 【長野県安曇野市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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)【長野県安曇野市 柏矢町駅】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 柏矢町
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 柏矢町駅の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 柏矢町駅】

【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)【長野県安曇野市 穂高駅】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 穂高
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 穂高駅の素材

     

     

     

     

 
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 穂高駅】

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)【長野県安曇野市 有明駅】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 有明
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 有明駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 有明駅】
【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)【長野県安曇野市 安曇追分駅】

4K HDフリー映像素材【長野県安曇野市 安曇追
分駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県安曇野市 安曇追分駅の素材

     

     
 
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？ 
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【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【長野県北安曇郡松川村 
白馬駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡松川村 白馬駅の素材

     

     

     

     

 
 
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。
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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【長野県北安曇郡松川村 
細野駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡松川村 細野駅の素材

    
 
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。 
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【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【長野県北安曇郡松川村 
信濃松川駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡松川村 信濃松川駅の素材

     

    
 
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？ 
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【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【長野県大町市 安曇沓掛
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 安曇沓掛駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 安曇沓掛駅】
【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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信濃常盤駅】 【長野県大町市)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【長野県大町市 信濃常盤
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 信濃常盤駅の素材

     

     

     

    
 
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）。 
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信濃常盤駅】 【長野県大町市)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)【長野県大町市 南大町駅】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 南大町
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 南大町駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 南大町駅】
【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)【長野県大町市 信濃大町駅】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 信濃大町
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 信濃大町駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 信濃大町駅】
【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)【長野県大町市 北大町駅】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 北大町
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 白馬駅の素材

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 北大町駅】
【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)【長野県大町市 信濃木崎駅】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 信濃木崎
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 信濃木崎駅の素材

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 信濃木崎駅】

 
【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)【長野県大町市 稲尾駅】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 稲尾駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 稲尾駅の素材

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 稲尾駅】

【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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大町駅】 【長野県大町市)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【長野県大町市 大町駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 白馬駅の素材

     

    
 
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。 
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大町駅】 【長野県大町市)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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/uminokuchi/index.html (2/2) [18/04/05 16:10:46]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 簗場駅】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 簗場駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 簗場駅の素材

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 簗場駅】

【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)【長野県大町市 ヤナバスキー場前駅】

4K HDフリー映像素材【長野県大町市 ヤナバ
スキー場前駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県大町市 ヤナバスキー場前駅の素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県大町市 ヤナバスキー場前駅】
【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)【長野県白馬村 南神城駅】

4K HDフリー映像素材【長野県白馬村 南神城
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県白馬村 南神城駅の素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県白馬村 南神城駅】
【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)【長野県白馬村 神城駅】

4K HDフリー映像素材【長野県白馬村 神城駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県白馬村 神城駅の素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県白馬村 神城駅】

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/30f/station/nagano/kamishiro/index.html (2/2) [18/04/05 16:11:48]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県白馬村 飯森駅】

4K HDフリー映像素材【長野県白馬村 飯森駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県白馬村 飯森駅の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県白馬村 飯森駅】

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)【長野県北安曇郡白馬村 白馬駅】

4K HDフリー映像素材【長野県北安曇郡白馬村 
白馬駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡白馬村 白馬駅の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県北安曇郡白馬村 白馬駅】

【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)【長野県白馬村 信濃森上駅】

4K HDフリー映像素材【長野県白馬村 信濃森上
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県白馬村 信濃森上駅の素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県白馬村 信濃森上駅】
【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)【長野県北安曇郡小谷村 白馬大池駅】

4K HDフリー映像素材【長野県北安曇郡小谷村 
白馬大池駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡小谷村 白馬大池駅の素材

     

     

     

    
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県北安曇郡小谷村 白馬大池駅】
【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)【長野県北安曇郡小谷村 千国駅】

4K HDフリー映像素材【長野県北安曇郡小谷村 
千国駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡小谷村 千国駅の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県北安曇郡小谷村 千国駅】

【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)【長野県北安曇郡小谷村 南小谷駅】

4K HDフリー映像素材【長野県北安曇郡小谷村 
南小谷駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡小谷村 南小谷駅の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県北安曇郡小谷村 南小谷駅】

　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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/minamiotari/index.html (2/2) [18/04/05 16:13:00]

http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県北安曇郡小谷村 中土駅】

4K HDフリー映像素材【長野県北安曇郡小谷村 
中土駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡小谷村 中土駅の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県北安曇郡小谷村 中土駅】

　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)【長野県北安曇郡小谷村 北小谷駅】

4K HDフリー映像素材【長野県北安曇郡小谷村 
北小谷駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県北安曇郡小谷村 北小谷駅の素材

     

     

     

     

    
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県北安曇郡小谷村 北小谷駅】

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)【新潟県糸魚川市 平岩駅】

4K HDフリー映像素材【新潟県糸魚川市 平岩
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

新潟県糸魚川市 平岩駅の素材

     

    
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/index.html (1/2) [18/04/05 16:14:18]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/niigata/hiraiwa/0009/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【新潟県糸魚川市 平岩駅】
【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)【長野県上伊那郡辰野町 宮木駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡辰野町 
宮木駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 宮木駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮木駅】

【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/30f/station/nagano/miyaki/index.html (2/2) [18/04/05 16:14:43]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡辰野町 
伊那新町駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅】
【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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羽場駅】 【長野県上伊那郡辰野町)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【長野県上伊那郡辰野町 
羽場駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 羽場駅の素材

     

     

  
 
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？ 
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羽場駅】 【長野県上伊那郡辰野町)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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)【長野県上伊那郡辰野町 沢駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡辰野町 
沢駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡辰野町 沢駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡辰野町 沢駅】
【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)【長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡箕輪町 
伊那松島駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅】
【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)【長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡箕輪町 
木ノ下駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅】
【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)【長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡南箕輪
村 北殿駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅の素材

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅】

【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)【長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡南箕輪
村 田畑駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅の素材

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅】

 
【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)【長野県伊那市 伊那北駅】

4K HDフリー映像素材【長野県伊那市 伊那北
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 伊那北駅の素材

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県伊那市 伊那北駅】

 
【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)【長野県伊那市 伊那市駅】

4K HDフリー映像素材【長野県伊那市 伊那市
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 伊那市駅の素材

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県伊那市 伊那市駅】
【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)【長野県伊那市 下島駅】

4K HDフリー映像素材【長野県伊那市 下島駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 下島駅の素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県伊那市 下島駅】

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)【長野県伊那市 沢渡駅】

4K HDフリー映像素材【長野県伊那市 沢渡駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 沢渡駅の素材

     

    
 
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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/index.html (1/2) [18/04/05 16:18:15]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/sawando/0009/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県伊那市 沢渡駅】

【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)【長野県伊那市 赤木駅】

4K HDフリー映像素材【長野県伊那市 赤木駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県伊那市 赤木駅の素材

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県伊那市 赤木駅】

【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)【長野県上伊那郡宮田村 宮田駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡宮田村 
宮田駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡宮田村 宮田駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡宮田村 宮田駅】
【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【長野県駒ヶ根市 大田切
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県駒ヶ根市 大田切駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切駅】

【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【長野県駒ヶ根市 駒ケ根
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県駒ヶ根市 駒ケ根駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県駒ヶ根市 駒ケ根駅】
【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【長野県駒ヶ根市 小町屋
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県駒ヶ根市 小町屋駅の素材

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県駒ヶ根市 小町屋駅】
【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)【長野県駒ヶ根市 伊那福岡駅】

4K HDフリー映像素材【長野県駒ヶ根市 伊那福
岡駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県駒ヶ根市 伊那福岡駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県駒ヶ根市 伊那福岡駅】

【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)【長野県上伊那郡飯島町 田切駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡飯島町 
田切駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡飯島町 田切駅の素材

     

     

     

     

  
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡飯島町 田切駅】

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)【長野県上伊那郡飯島町 飯島駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡飯島町 
飯島駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡飯島町 飯島駅の素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡飯島町 飯島駅】
【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)【長野県上伊那郡飯島町 伊那本郷駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡飯島町 
伊那本郷駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡飯島町 伊那本郷駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡飯島町 伊那本郷駅】

【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)【長野県上伊那郡飯島町 七久保駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡飯島町 
七久保駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡飯島町 七久保駅の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡飯島町 七久保駅】

【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)【長野県上伊那郡飯島町 高遠原駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡飯島町 
高遠原駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡飯島町 高遠原駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡飯島町 高遠原駅】

【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)【長野県上伊那郡中川村 伊那田島駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上伊那郡中川村 
伊那田島駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上伊那郡中川村 伊那田島駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡中川村 伊那田島駅】

【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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上片桐駅】 【長野県下伊那郡松川町)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【長野県下伊那郡松川町 
上片桐駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡松川町 上片桐駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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上片桐駅】 【長野県下伊那郡松川町)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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)【長野県下伊那郡松川町 伊那大島駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡松川町 
伊那大島駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡松川町 伊那大島駅の素材

     

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡松川町 伊那大島駅】

【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)【長野県下伊那郡高森町 山吹駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡高森町 
山吹駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡高森町 山吹駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡高森町 山吹駅】

【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【長野県下伊那郡高森町 
下平駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡高森町 下平駅の素材

     

     

     

     

 
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡高森町 下平駅】

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【長野県下伊那郡高森町 
市田駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡高森町 市田駅の素材

     

 
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/ichida/index.html (1/2) [18/04/05 16:24:34]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/ichida/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/ichida/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/ichida/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/ichida/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/ichida/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/ichida/0006/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡高森町 市田駅】
【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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下市田駅】 【長野県下伊那郡高森町)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【長野県下伊那郡高森町 
下市田駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡高森町 下市田駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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下市田駅】 【長野県下伊那郡高森町)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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)【長野県飯田市 元善光寺駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 元善光寺
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 元善光寺駅の素材

     

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 元善光寺駅】

【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)【長野県飯田市 伊那八幡駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 伊那八幡
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 伊那八幡駅の素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 伊那八幡駅】
【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)【長野県飯田市 桜町駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 桜町駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 桜町駅の素材

    
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 桜町駅】

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)【長野県飯田市 飯田駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 飯田駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 飯田駅の素材

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 飯田駅】

【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)【長野県飯田市 切石駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 切石駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 切石駅の素材

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 切石駅】

【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/30f/station/nagano/kiriishi/index.html (2/2) [18/04/05 16:26:30]



鼎駅】 【長野県飯田市)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【長野県飯田市 鼎駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 鼎駅の素材

     

     

   
 
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。 
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鼎駅】 【長野県飯田市)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【長野県飯田市 毛賀駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 毛賀駅の素材

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 毛賀駅】

 
【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)【長野県飯田市 伊那八幡駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 伊那八幡
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 伊那八幡駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 伊那八幡駅】
【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【長野県飯田市 毛賀駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 毛賀駅の素材

     

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 毛賀駅】

【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)【長野県飯田市 駄科駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 駄科駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 駄科駅の素材

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 駄科駅】

【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)【長野県飯田市 時又駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 時又駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 時又駅の素材

     

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 時又駅】

【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)【長野県飯田市 川路駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 川路駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 川路駅の素材

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 川路駅】

【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)【長野県飯田市 天竜峡駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 天竜峡
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 天竜峡駅の素材

     

     

     

     
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 天竜峡駅】
【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)【長野県飯田市 金野駅】

4K HDフリー映像素材【長野県飯田市 金野駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県飯田市 金野駅の素材

     

     

     

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 金野駅】

 
【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)【長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡泰阜村 
唐笠駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅の素材

     

     

     

     

     
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅】

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)【長野県下伊那郡泰阜村 門島駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡泰阜村 
門島駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡泰阜村 門島駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 門島駅】
【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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田本駅】 【長野県下伊那郡泰阜村)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【長野県下伊那郡泰阜村 
田本駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡泰阜村 田本駅の素材

     

     

     

     

 
 
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。

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/tamoto/index.html (1/2) [18/04/05 16:31:16]
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田本駅】 【長野県下伊那郡泰阜村)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【長野県下伊那郡泰阜村 温田駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡泰阜村 
温田駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡泰阜村 温田駅の素材

     

     

     

    
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 温田駅】
【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)【長野県下伊那郡天龍村 為栗駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡天龍村 
為栗駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡天龍村 為栗駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡天龍村 為栗駅】
【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)【長野県下伊那郡天龍村 平岡駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡天龍村 
平岡駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡天龍村 平岡駅の素材

     

     

     

   
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡天龍村 平岡駅】
【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)【長野県下伊那郡天龍村 鶯巣駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡天龍村 
鶯巣駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡天龍村 鶯巣駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡天龍村 鶯巣駅】

【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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伊那小沢駅】 【長野県下伊那郡天龍村)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【長野県下伊那郡天龍村 
伊那小沢駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡天龍村 伊那小沢駅の素材

     

     

     

     

 
 
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。
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伊那小沢駅】 【長野県下伊那郡天龍村)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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)【長野県下伊那郡天龍村 中井侍駅】

4K HDフリー映像素材【長野県下伊那郡天龍村 
中井侍駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県下伊那郡天龍村 中井侍駅の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡天龍村 中井侍駅】

　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)【長野県松本市 西松本駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 西松本
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 西松本駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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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 西松本駅】

【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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渚駅】 【長野県松本市)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【長野県松本市 渚駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 渚駅の素材

     

    
 
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。 
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渚駅】 【長野県松本市)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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信濃荒井駅】 【長野県松本市)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【長野県松本市 信濃荒井
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 信濃荒井駅の素材

     

     

 
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/index.html (1/2) [18/04/05 16:35:13]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/station/nagano/shinanoarai/0011/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


信濃荒井駅】 【長野県松本市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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)【長野県松本市 大庭駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 大庭駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 大庭駅の素材

     

    
 
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。 
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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 大庭駅】

【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)【長野県松本市 下新駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 下新駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 下新駅の素材

     

     

 
 
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。 
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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 下新駅】

 
【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【長野県松本市 北新・松
本大学前駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 北新・松本大学前駅の素材

     

  
 
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？ 
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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 北新・松本大学前駅】
【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【長野県松本市 新村駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 新村駅の素材

     

     

  
 
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。 
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【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【長野県松本市 三溝駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 三溝駅の素材

     

     

     

     

     

   
 
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://
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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【長野県松本市 森口駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 森口駅の素材

     

     

   
 
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。 
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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 森口駅】

 
【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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下島駅】 【長野県松本市)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【長野県松本市 下島駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 下島駅の素材

     

     

 
 
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。 
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下島駅】 【長野県松本市)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)【長野県松本市 波田駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 波田駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 波田駅の素材

     

  
 
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。 
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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 波田駅】

【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【長野県松本市 渕東駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 渕東駅の素材

     

     

     

  
 
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。 
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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 渕東駅】

 
【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)【長野県松本市 新島々駅】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市 新島々
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 新島々駅の素材

     

    
 
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？ 
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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 新島々駅】
【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【長野県松本市 島々駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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 島々駅の素材

     

 
 
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。 
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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 島々駅】

【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)【長野県上田市 上田駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 上田駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 上田駅の素材

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 上田駅】

【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)【長野県上田市 城下駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 城下駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 城下駅の素材

     

     
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 城下駅】

【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)【長野県上田市 三好町駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 三好町
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 三好町駅の素材

     

   
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 三好町駅】
【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)【長野県上田市 赤坂上駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 赤坂上
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 赤坂上駅の素材

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 赤坂上駅】
【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)【長野県上田市 上田原駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 上田原
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 上田原駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 上田原駅】
【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【長野県上田市 寺下駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 寺下駅の素材

     

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 寺下駅】

 
【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【長野県上田市 神畑駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 神畑駅の素材

     

     

     
 
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。 
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【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【長野県上田市 大学前
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 大学前駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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【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【長野県上田市 下之郷
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 下之郷駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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【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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大学前駅】 【長野県上田市)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【長野県上田市 大学前
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 中塩田駅の素材

     

     

    
 
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？ 
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大学前駅】 【長野県上田市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【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)【長野県上田市 塩田町駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 塩田町
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 塩田町駅の素材

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 塩田町駅】
【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)【長野県上田市 中野駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 中野駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 中野駅の素材

     

     

 
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 中野駅】

 
【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)【長野県上田市 舞田駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 舞田駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 舞田駅の素材

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 舞田駅】

 
【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)【長野県上田市 八木沢駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 八木沢
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 八木沢駅の素材

     

     

     

  
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 八木沢駅】
【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)【長野県上田市 別所温泉駅】

4K HDフリー映像素材【長野県上田市 別所温泉
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県上田市 別所温泉駅の素材

     

     

     

     

   
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上田市 別所温泉駅】

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)【長野県南佐久郡小海町 小海駅】

4K HDフリー映像素材【長野県南佐久郡小海町 
小海駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南佐久郡小海町 小海駅の素材

     

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡小海町 小海駅】

【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【長野県南佐久郡小海町 
松原湖駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南佐久郡小海町 松原湖駅の素材

     

     

     

     
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖駅】
【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【長野県南佐久郡南牧村 
海尻駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南佐久郡南牧村 海尻駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡南牧村 海尻駅】
【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)【長野県南佐久郡南牧村 佐久海ノ口駅】

4K HDフリー映像素材【長野県南佐久郡南牧村 
佐久海ノ口駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南佐久郡南牧村 佐久海ノ口駅の素材

     

     

     

    
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡南牧村 佐久海ノ口駅】
【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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佐久広瀬駅】 【長野県南佐久郡南牧村)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【長野県南佐久郡南牧村 
佐久広瀬駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南佐久郡南牧村 佐久広瀬駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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佐久広瀬駅】 【長野県南佐久郡南牧村)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)【長野県南佐久郡川上村 信濃川上駅】

4K HDフリー映像素材【長野県南佐久郡川上村 
信濃川上駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南佐久郡川上村 信濃川上駅の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡川上村 信濃川上駅】

【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)【長野県南佐久郡南牧村 野辺山駅】

4K HDフリー映像素材【長野県南佐久郡南牧村 
野辺山駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

長野県南佐久郡南牧村 野辺山駅の素材

     

     

     

     

 
 
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。
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡南牧村 野辺山駅】

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)【山梨県北杜市 清里駅】

4K HDフリー映像素材【山梨県北杜市 清里駅】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県北杜市 清里駅の素材

     

     

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県北杜市 清里駅】

 
【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)【山梨県北杜市 甲斐大泉駅】

4K HDフリー映像素材【山梨県北杜市 甲斐大泉
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県北杜市 甲斐大泉駅の素材

     

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県北杜市 甲斐大泉駅】
【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)【山梨県北杜市 甲斐小泉駅】

4K HDフリー映像素材【山梨県北杜市 甲斐小泉
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県北杜市 甲斐小泉駅の素材

     

     

     

 
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県北杜市 甲斐小泉駅】
【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)【山梨県北杜市小淵沢町 小淵沢駅】

4K HDフリー映像素材【山梨県北杜市小淵沢町 
小淵沢駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

山梨県北杜市小淵沢町 小淵沢駅の素材

     

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県北杜市小淵沢町 小淵沢駅】

【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/...f/station/yamanashi/kobuchizawa/index.html (2/2) [18/04/05 16:49:11]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【岐阜県高山市 しらかば平駅】

4K HDフリー映像素材【岐阜県高山市 しらかば
平駅】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

岐阜県高山市 しらかば平駅の素材

   
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【岐阜県高山市 しらかば平駅】

 
【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/30f/station/gifu/shirakabadaira/index.html (2/2) [18/04/05 16:49:26]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【道祖神・歌碑・石碑・馬頭観音等】

4K HDフリー映像素材【道祖神・歌碑・石碑・馬
頭観音等】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

道祖神・歌碑・石碑・馬頭観音等の素材

     

     

  
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【道祖神・歌碑・石碑・馬頭観音等】

【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)【砂塵嵐・砂嵐】

4K HDフリー映像素材【砂塵嵐・砂嵐】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

砂塵嵐・砂嵐の素材

     
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【砂塵嵐・砂嵐】

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)【太陽光発電／太陽光パネル／ソーラー発電／ソーラーパネル】

4K HDフリー映像素材【太陽光発電／太陽光パネ
ル／ソーラー発電／ソーラーパネル】

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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

太陽光発電／太陽光パネル／ソーラー発電／ソーラーパネルの素材

     

 
 
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)【太陽光発電／太陽光パネル／ソーラー発電／ソーラーパネル】
【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)【鉄塔】

4K HDフリー映像素材【鉄塔】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

鉄塔の素材

   
 
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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/etc/steel_tower/index.html (1/2) [18/04/05 16:50:27]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/etc/steel_tower/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/etc/steel_tower/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/etc/steel_tower/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【鉄塔】

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)【選挙】

4K HDフリー映像素材【選挙】
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10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Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)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。 

選挙の素材

   
 
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
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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 (RED Raw 

format)]

このページは4K HD サイズ (3840x2160, RAW) 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10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
Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)になっています。RAWデータですが圧

縮されているためピクセルは高精細ではないことがあります。RED RAW形式なので編集ソフトで

色合いやコントラストを自由に非破壊のまま調整することができます。REDのRAW形式を扱うには

Adobe PremiereやFinal Cut Pro X、REDCINE-X(無料)などが必要です。 

RAW形式で色などを調整（現像／カラーグレーディング）すると以下のようになります。色合いな

どは自由に調整できますので、作成する映像に合わせて利用してください。 
 
●現像前 

  
●現像処理後（Adobe Premiere CS6を使用） 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/title.html (1/4) [18/04/05 16:50:54]

http://www.adobe.com/jp/products/premiere.html
http://www.apple.com/jp/finalcutpro/
http://www.red.com/products/redcine-x


4K HD フリー映像素材 [Royalty Free 4K HD Footage (RED Raw format)]

 

●色合いを調整 
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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 QuickTime H.264 (3840x2160、30f)

●     4K HD Vertical 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

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。 
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	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【徳島県/兵庫県 大鳴門橋】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【藍姫】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【甘茶】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【天城甘茶】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【アナベル】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ありがとう】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【アリラン】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【旭の舞姫】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【紅額あじさい】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【紅剣】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【別子てまり】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ビブレイ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ブルーフレッシュ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ブルーキング】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【コサージュ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ダンスパーティ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ドンブルー】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【フェアリーアイ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【エンドレスサマー】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【フラウクミコ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【フラウマリコ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【富士なでしこ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【富士の滝】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【グリーンシャドー】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【グリューンヘルツ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ハーレキン】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【初恋】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【姫紅額あじさい】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホベラ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【インテグリフォリア】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予花火】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予の青絣】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【伊予の薄墨】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【城ヶ崎】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【柏葉あじさい】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【キララ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【清澄沢】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【胡蝶の舞】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【九重錦】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【九重の桜】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【子持ち七段花】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【コンペイトウ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【江冠雪】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【紅】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【黒姫】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ララ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【マジカルガーネット】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【万華鏡】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ミカコ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【未来】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ミスサオリ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【虹】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【大虹】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ピンクアナベル】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【鹿鳴館】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【緑星】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【笹の舞】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【セリーナ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【七段花】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【東雲】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【白富士】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【白花姫あじさい】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【白ツルあじさい】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【シーキーズドワーフ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【スノーフレーク】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【スクロスワッカーバート】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【隅田の花火】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【サンセット】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【テマリテマリ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【トカラアジサイ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【剣が舞】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【うずあじさい】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ウェディングドレス】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホワイトダイヤモンド】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ホワイトウェブ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【八重咲き甘茶】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【楊貴妃】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あじさい／紫陽花：【ユルゲグューテス】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：アロエ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【アップル／りんご／林檎：【ふじ】】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：アズマイチゲ／東一華】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：キクザキイチゲ／菊咲一華】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ハクサンイチゲ／白山一華】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：コバイモ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：牡丹／ぼたん】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【コンフリー／ヒレハリソウ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【コスモス／秋桜】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：福寿草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：藤／藤の花】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：花桃】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【彼岸花／曼珠沙華／リコリス】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ヒメオドリコウソウ／姫踊り子草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ホタルブクロ／蛍袋】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：花水木／ハナミズキ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【百日草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【イタドリ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：カキオドシ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：カタクリ／片栗】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：金鎖／黄花藤】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：クリンソウ／九輪草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ハス／蓮】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【曼珠沙華】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：マンサク／金縷梅】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【マルメロ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ミツバツツジ】
	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 (フリー4K HD素材)【花：モクレン／木蓮】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：菜の花】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ナズナ／ぺんぺん草／シャミセングサ／三味線草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：日光黄菅／ニッコウキスゲ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ニリンソウ／二輪草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ニセアカシア】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：大犬の陰嚢／オオイヌノフグリ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桃の花】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：レンギョウ／連翹】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：バラ／薔薇［長野県伊那市　ローズガーデン］】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【サルビア】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜(一般)】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【枝垂れ桜】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：染井吉野（ソメイヨシノ）】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【オオシマザクラ／大島桜】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：片丘桜（カタオカザクラ）】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：山梨県白洲町 流川】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：長野県伊那市 高遠城址公園】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：長野県飯田市座光寺　麻績の里：舞台桜】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：長野県岡谷市 横河川】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：長野県 諏訪湖】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：長野県松本市 弘法山古墳】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜：山梨県北杜市武川町 神代桜】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：サンシュユ／山茱萸】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：節分草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【そば／蕎麦】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡箕輪町　赤そばの里】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【スイレン／睡蓮】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【水仙／スイセン】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：すもも】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ひまわり／向日葵】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：しゃくなげ／シャクナゲ／石楠花】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：立葵／タチアオイ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：椿／ツバキ／つばき】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅［長野県岡谷市 鶴峯公園］】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅［長野県 霧ヶ峰高原］】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅［長野県 高ボッチ高原］】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：つつじ／躑躅［長野県 鉢伏山］】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ドウダンツツジ／灯台躑躅】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：チューリップ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ウマノアシガタ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：梅／ウメ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ザゼンソウ／座禅草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ジャーマンアイリス】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【あやめ／アヤメ／菖蒲／アイリス】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【姫女菀／ヒメジョオン】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：雪柳】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：シロツメクサ／白詰草】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：キツネノカミソリ／狐の剃刀】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ウバユリ／姥百合】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：ビオラ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【芝桜／シバザクラ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【矢車菊／ヤグルマギク】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桃色昼咲き月見草】
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	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【こごみ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【わらび／ワラビ／蕨】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【キュウリ／胡瓜】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【サニーレタス／リーフレタス】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【麦／むぎ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長芋／ながいも】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ナンテン／南天】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【エノコログサ／ネコジャラシ】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【ネギ／葱】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【野沢菜】
	4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【オオハンゴウソウ】
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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】
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