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

4K HD フリー映像素材 (30fps/QuickTime [H.264])

●     空／雲／虹 (Sky) 
�❍     雲（一般） 
�❍     雲（長尺） 

●     山 (Mountain) 
�❍     長野県 鉢伏山 
�❍     長野県 鉢伏山［長尺］ 
�❍     長野県 高ボッチ 
�❍     北アルプス 
�❍     北アルプス［長尺］ 
�❍     南アルプス 
�❍     八ヶ岳 
�❍     富士山 
�❍     御嶽山 
�❍     御嶽山【長尺】 
�❍     長野県　車山 
�❍     長野県　鷲が峰 
�❍     山［一般］ 

●     高原 (Kougen) 
�❍     長野県 美ヶ原高原 
�❍     長野県 高ボッチ高原 
�❍     長野県 中山高原 
�❍     長野県 八島湿原 

●     海／湖／池／川 (Water) 
�❍     長野県 諏訪湖 
�❍     長野県 諏訪湖［長尺］ 
�❍     長野県 奥木曽湖 
�❍     長野県 美鈴湖 
�❍     長野県 みどり湖 
�❍     長野県 田川浦湖 
�❍     長野県 大沢堤 
�❍     長野県 天竜川 
�❍     長野県 梓川 
�❍     長野県 犀川 
�❍     長野県 田川 
�❍     長野県 牛伏川 
�❍     渓流 
�❍     茨城県 大洗海岸 
�❍     愛知県 名古屋港 
�❍     愛知県 愛知県美浜町 野間海岸［長尺］ 
�❍     和歌山県 潮岬 

●     滝 (Waterfall) 
�❍     長野県上松町 小野の滝 
�❍     茅野市蓼科横谷峡 霧降りの滝 

●     雪／雪景色 (Snow) 
�❍     雪／雪景色 
�❍     雪／雪景色［長尺］ 

●     霜・霜柱・樹氷・霧氷・雨氷 (Frost) 
�❍     霜・霜柱・樹氷・霧氷・雨氷 

●     峡谷・渓谷 (Valley) 
�❍     長野県茅野市 横谷峡・横谷渓谷 

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

[H.264] format)]

このページは4K HD サイズ (3840x2160, 

QuickTime[H.264]) のフリーの映像を扱ってい

ます。素材（加工含む）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。 
このページにある映像はApple社のiPhone 6s 

Plusで撮影されています。映像の秒数（尺）は素

材によって異なります。また、撮影時のデータ
（映像のみの場合と映像＋音声の場合がありま
す）を、そのまま公開しているため映像は映像が
揺れる場合があります（手持ちで撮影している場
合もあります。手ぶれを軽減するには映像ソフト
の機能を利用してください）。 
 
映像のサムネールをクリックすると実際の4K映像

を確認できます。プレビュー映像を見るには各
ページにある「映像を見る (QuickTime)」のリン

ク文字をクリックしてください。サンプル映像／
実際の映像を見る・編集するにはApple社の

QuickTimeが必要です。4K映像、プレビュー映

像ともコーデックはH.264になっています。 
 
その他の映像素材に関しては以下のページに用意
してあります。 

●     4K HD Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD XAVC S(3840x2160、60p)

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

●     ダム (Dam) 
�❍     長野県 牛伏寺砂防ダム 
�❍     長野県 奈良井ダム 

●     水門／ゲート (Gate) 
�❍     長野県岡谷市　釜口水門 

●     橋 (Bridge) 
�❍     東京都　レインボーブリッジ 
�❍     長野県塩尻市　木曽の大橋 
�❍     長野県松本市　神戸橋 
�❍     長野県松本市　アルプス大橋 
�❍     愛知県名古屋市 名港中央大橋 

●     花 (Flower) 
�❍     水芭蕉：長野県塩尻市水芭蕉公園 
�❍     菜の花 
�❍     サルビア 
�❍     福寿草 
�❍     しゃくなげ／石楠花 
�❍     片栗／カタクリ_ 
�❍     二輪草／ニリンソウ 
�❍     花桃／ハナモモ 
�❍     桃／もも／ピーチ 
�❍     芝桜／シバザクラ 
�❍     桜____ 
�❍     片丘桜／カタオカザクラ 
�❍     桜：長野県上伊那郡中川村　坂戸橋 
�❍     桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜 
�❍     桜：長野県塩尻市　北熊井城趾 
�❍     桜：長野県松本市　蓮華寺 
�❍     不明な花0001 
�❍     不明な花0002 

●     植物 (Plant) 
�❍     土筆／つくし 
�❍     野沢菜 
�❍     背高泡立草／代萩 
�❍     不明な植物0001 
�❍     不明な植物0002 

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

●     樹木／木 (Tree) 
�❍     アカシア／ニセアカシア 
�❍     紅葉／もみじ 
�❍     葉っぱ／落ち葉 
�❍     銀杏／イチョウ／ぎんなん 
�❍     柿／柿の木 
�❍     桜の木 
�❍     不明な木0001 
�❍     樹木[一般] 

●     果物 (Fruits) 
�❍     林檎／りんご／アップル 

●     水田／畑 (Field) 
�❍     水田／田んぼ 
�❍     畑 
�❍     葡萄畑／ぶどう畑 
�❍     小麦 
�❍     アスパラガス／アスパラ 

●     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。  

2005-2018 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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4K HD フリー映像素材 [Royalty Free 4K HD Footage]

●     市 (City) 
�❍     長野県　塩尻市 
�❍     長野県　松本市 
�❍     長野県　安曇野市 
�❍     長野県　安曇野市（長尺） 
�❍     長野県　岡谷市 
�❍     長野県　伊那市 
�❍     山梨県　北杜市 
�❍     山梨県　北杜市（長尺） 

●     村 (Village) 
�❍     長野県諏訪郡　原村 

●     お祭り／祭典／祭事 (Festival) 
�❍     長野県 諏訪市 御柱祭 

●     観光地 (Sightseeing) 
�❍     長野県塩尻市 塩尻短歌館 

●     タワー／塔 
�❍     東京スカイツリー 

●     宿場／ホテル (Hotel) 
�❍     長野県塩尻市 奈良井宿 

●     温泉／温泉施設／スイミング／温水プール／プール 
(Spa) 

�❍     群馬県 草津温泉 
�❍     長野県松本市　ラーラ松本 

●     スキー場／スキー (Ski) 
�❍     長野県 富士見高原スキー場 
�❍     富士見パノラマスキー場 
�❍     長野県 乗鞍高原温泉スキー場 
�❍     新潟県 妙高杉ノ原スキー場 

●     公園 (Park) 
�❍     長野県岡谷市　塩嶺小野立公園 
�❍     長野県辰野町　枝垂れ栗公園 
�❍     長野県茅野市 運動公園 

●     空港 (Airport) 
�❍     長野県 信州まつもと空港 
�❍     愛知県 中部国際空港 セントレア 

●     学校 (School) 
�❍     東京都市大学　塩尻高等学校 

●     重要文化財／国宝 
�❍     牛伏川フランス式階段工 

●     城 (Castle) 
�❍     長野県　松本城 
�❍     長野県　高島城 
�❍     長野県　上田城 
�❍     岐阜県　岐阜城 
�❍     岐阜県　郡上八幡城 
�❍     岐阜県　郡上八幡城（長尺） 
�❍     愛知県　名古屋城 
�❍     愛知県　名古屋城（長尺） 

●     神社／お寺／寺院（Temple） 
�❍     長野県塩尻市　郷福寺 

●     祭典／お祭り (Festival) 
�❍     長野県　諏訪社 御柱 

●     峠 (Peak) 
�❍     長野県　塩尻峠 

●     道路 (Route) 
�❍     長野県　県道441号線 
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4K HD フリー映像素材 [Royalty Free 4K HD Footage]

●     サービスエリア／パーキングエリア (Service Area/
Parking Area) 

�❍     愛知県 刈谷パーキングエリア 
●     鉄道／電車 (Train) 

�❍     鉄道一般 
●     駅 (Station) 

�❍     長野県　塩尻駅周辺 
�❍     長野県　広丘駅周辺 
�❍     長野県　松本駅周辺 
�❍     長野県　小野駅周辺 
�❍     長野県　洗馬駅周辺 
�❍     長野県　奈良井駅周辺 
�❍     東京都　東京駅周辺 

●     その他 (etc) 
�❍     どんど焼き／三九郎 
�❍     道祖神・歌碑・石碑・馬頭観音等 
�❍     凧／お正月／風物詩 

topページへ 
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【雲：一般】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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。
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【雲：一般】)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)【雲：長尺】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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：長尺の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像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 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 鉢伏山の素材
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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 (フリー4K HD素材)【長野県 鉢伏山【長尺】】

4K HDフリー映像素材【長野県 鉢伏山【長
尺】】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 鉢伏山【長尺】の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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/...0f_H264/mountain/hachibuse/long/index.html (1/2) [18/05/02 3:52:12]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/mountain/hachibuse/long/0001/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 鉢伏山【長尺】】

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 高ボッチ】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 高ボッチの素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

あります（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 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 北アルプスの素材
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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 北アルプス［長
尺］】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 北アルプス［長尺］の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

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

また、素材ページへのリンクは自由ですが、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【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

南アルプスの素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【八ヶ岳】)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【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

八ヶ岳の素材

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答
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【八ヶ岳】)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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【富士山】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

富士山の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　御嶽山の素材

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県　御嶽山【長
尺】】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　御嶽山【長尺】の素材

     

    
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　車山の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 鷲が峰[+鷲が峰
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 鷲が峰[+鷲が峰から見える景色]の素材

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山［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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【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［一般］】

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

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

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

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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 

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...4/kougen/nagano/utsukushigahara/index.html (1/4) [18/05/02 3:58:46]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/index2.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 美ヶ原高原】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...4/kougen/nagano/utsukushigahara/index.html (2/4) [18/05/02 3:58:46]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0040/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0051/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0052/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0053/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0054/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0055/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0056/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0057/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0058/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0059/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0060/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0061/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0062/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0063/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0064/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0065/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0066/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0067/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0068/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0069/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0070/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0071/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0072/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0073/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0074/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0075/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0076/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0077/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0078/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0079/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0080/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0081/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0082/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0083/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0084/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0085/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0086/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0087/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0088/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0089/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/kougen/nagano/utsukushigahara/0090/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 美ヶ原高原】

     

      
>>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 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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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】]中山高原から見える景色[+中山高原 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
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】]中山高原から見える景色[+中山高原 【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 八島湿原】

4K HDフリー映像素材【長野県 八島湿原】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 八島湿原の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 八島湿原】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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 諏訪湖【長
尺】】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 諏訪湖【長尺】の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 奥木曽湖の素材

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...264/water/lake/nagano/okugisoko/index.html (1/2) [18/05/02 4:03:40]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/water/lake/nagano/okugisoko/0035/index.html


4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 奥木曽湖】

　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 美鈴湖】

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 美鈴湖の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...H264/water/lake/nagano/misuzuko/index.html (2/2) [18/05/02 4:04:03]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 みどり湖】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 みどり
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 みどり湖の素材
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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 みどり湖】

     
 
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
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 田川浦湖】

4K HDフリー映像素材【長野県 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

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

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

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

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市　大沢堤の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/...er/pond/nagano/matsumoto/oosawa/index.html (2/2) [18/05/02 4:05:48]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　天竜川】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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...64/water/river/nagano/tenryugawa/index.html (2/2) [18/05/02 4:06:05]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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...264/water/river/nagano/azusagawa/index.html (2/2) [18/05/02 4:06:21]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　犀川】

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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..._H264/water/river/nagano/saigawa/index.html (2/2) [18/05/02 4:06:38]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　田川】

4K HDフリー映像素材【長野県　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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　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://

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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...f_H264/water/river/nagano/tagawa/index.html (2/2) [18/05/02 4:06:54]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　牛伏川】

4K HDフリー映像素材【長野県　牛伏川】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　牛伏川の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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.../water/river/nagano/ushibusegawa/index.html (2/2) [18/05/02 4:07:11]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【渓流】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

渓流の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/water/river/keiryu/index.html (2/2) [18/05/02 4:07:29]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【茨城県 大洗海岸】

4K HDフリー映像素材【茨城県 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 大洗海岸の素材

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/water/sea/ibaraki/ooarai/index.html (2/2) [18/05/02 4:07:44]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/water/sea/aichi/nagoya/index.html (2/2) [18/05/02 4:07:59]



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【長尺】】

4K HDフリー映像素材【愛知県美浜町 野間海岸
【長尺】】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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【長尺】の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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)【愛知県美浜町 野間海岸【長尺】】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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...f_H264/water/sea/aichi/noma/long/index.html (2/2) [18/05/02 4:08:14]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/...water/sea/wakayama/shionomisaki/index.html (2/2) [18/05/02 4:08:31]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
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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】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

4K HDフリー映像素材【茅野市蓼科横谷峡 霧降
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

茅野市蓼科横谷峡 霧降りの滝の素材

     

 
 
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？ 

【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)【茅野市蓼科横谷峡 霧降りの滝】

【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)【雪／雪景色】

4K HDフリー映像素材【雪／雪景色】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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／雪景色の素材
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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)【雪／雪景色】

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

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

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

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

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

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

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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／雪景色【長尺】の素材

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【雪／雪景色【長尺】】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。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)【霜・霜柱・樹氷・霧氷・雨氷】

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 横谷峡】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県茅野市 横谷峡】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

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

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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://
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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　牛伏寺砂防ダム】

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 

【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　奈良井ダム】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、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)【長野県岡谷市　釜口水門】

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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
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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】

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
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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】

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県松本市　神戸橋】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市　神戸橋の素材

     

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売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　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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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)【長野県松本市　アルプス大橋】

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

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

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 名港中央大橋の素材

   
 
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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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)【愛知県名古屋市 名港中央大橋】

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 水芭蕉公
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 水芭蕉公園の素材

     

     

     

     

     
 
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
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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 水芭蕉公園】

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

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

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

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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

     

    
 
質問と回答

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/flower/nanohana/index.html (2/2) [18/05/02 4:17:17]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：サルビア】

4K HDフリー映像素材【花：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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：サルビア】

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

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

4K HDフリー映像素材【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

福寿草の素材

     

     

     

     

    
 
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）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【福寿草】

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

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

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

4K HDフリー映像素材【花：しゃくなげ／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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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／石楠花の素材

  
 
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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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：しゃくなげ／石楠花】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/flower/syakunage/index.html (2/2) [18/05/02 4:18:36]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【片栗／カタクリ】

4K HDフリー映像素材【片栗／カタクリ】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

片栗／カタクリの素材

     

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【片栗／カタクリ】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【二輪草／ニリンソウ】

4K HDフリー映像素材【二輪草／ニリンソウ】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

二輪草／ニリンソウの素材

  
 
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。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【二輪草／ニリンソウ】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/flower/nirinsou/index.html (2/2) [18/05/02 4:19:21]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花桃／はなもも】

4K HDフリー映像素材【花桃／はなもも】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

花桃／はなももの素材

     

 
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花桃／はなもも】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/flower/hanamomo/index.html (2/2) [18/05/02 4:19:40]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桃／もも】

4K HDフリー映像素材【桃／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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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／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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桃／もも】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/flower/peach/index.html (2/2) [18/05/02 4:19:58]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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？ 
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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】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/flower/shibazakura/index.html (2/2) [18/05/02 4:20:16]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜】

4K HDフリー映像素材【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【片丘桜／カタオカザクラ】

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

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

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

4K HDフリー映像素材【桜：長野県上伊那郡中川
村　坂戸橋】

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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：長野県上伊那郡中川村　坂戸橋の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自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)【桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

4K HDフリー映像素材【桜：長野県塩尻市　北熊
井城趾】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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：長野県塩尻市　北熊井城趾の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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)【桜：長野県塩尻市　北熊井城趾】

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

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

4K HDフリー映像素材【桜：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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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　蓮華寺の素材

     

 
 
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)【桜：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)【不明な花0001】

4K HDフリー映像素材【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/flower/unknown0001/index.html (1/2) [18/05/02 4:22:52]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/flower/unknown0001/0001/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)【不明な花0001】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【不明な花0002】

4K HDフリー映像素材【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【不明な花0002】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/flower/unknown0002/index.html (2/2) [18/05/02 4:23:11]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【土筆／つくし】

4K HDフリー映像素材【土筆／つくし】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

土筆／つくしの素材

  
 
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
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【土筆／つくし】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【野沢菜】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

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

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

背高泡立草／代萩の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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】0001【不明な植物)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【不明な植物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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な植物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
せんか？ 
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】0001【不明な植物)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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】0002【不明な植物)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【不明な植物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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な植物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
せんか？ 
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】0002【不明な植物)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【不明なキノコ0001】

4K HDフリー映像素材【不明なキノコ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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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
せんか？ 
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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0001】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【アカシア／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【アカシア／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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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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【アカシア／ニセアカシア】)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)【紅葉／もみじ】

4K HDフリー映像素材【紅葉／もみじ】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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／もみじの素材

     

   
 
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？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【紅葉／もみじ】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

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

4K HDフリー映像素材【葉っぱ／落ち葉】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

葉っぱ／落ち葉の素材

  
 
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://

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/tree/leaf/index.html (2/2) [18/05/02 4:26:11]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【銀杏／イチョウ／ぎんなん】

4K HDフリー映像素材【銀杏／イチョウ／ぎんな
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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／ぎんなんの素材

 
 
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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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)【銀杏／イチョウ／ぎんなん】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/tree/ichou/index.html (2/2) [18/05/02 4:26:30]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【柿／柿の木】

4K HDフリー映像素材【柿／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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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／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？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【柿／柿の木】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/tree/kaki/index.html (2/2) [18/05/02 4:26:52]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【桜の木】

4K HDフリー映像素材【桜の木】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜の木の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/tree/sakura/index.html (2/2) [18/05/02 4:27:09]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【不明な木0001】

4K HDフリー映像素材【不明な木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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な木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
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【不明な木0001】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/tree/unknown0001/index.html (2/2) [18/05/02 4:27:29]



】]一般[【樹木)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

樹木[一般]の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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】]一般[【樹木)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)【林檎／りんご／アップル】

4K HDフリー映像素材【林檎／りんご／アップ
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

林檎／りんご／アップルの素材

    
 
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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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)【林檎／りんご／アップル】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/fruits/apple/index.html (2/2) [18/05/02 4:28:07]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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

     

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【水田／田んぼ】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/field/ricefield/index.html (2/2) [18/05/02 4:28:32]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【畑／はたけ】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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／はたけの素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/field/field/index.html (2/2) [18/05/02 4:28:47]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【葡萄畑／ぶどう畑】

4K HDフリー映像素材【葡萄畑／ぶどう畑】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

葡萄畑／ぶどう畑の素材

     

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【葡萄畑／ぶどう畑】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/field/field-grape/index.html (2/2) [18/05/02 4:29:12]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【小麦】

4K HDフリー映像素材【小麦】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

小麦の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/field/komugi/index.html (2/2) [18/05/02 4:29:31]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【アスパラガス／アスパラ】

4K HDフリー映像素材【アスパラガス／アスパ
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アスパラガス／アスパラの素材

   
 
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
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【アスパラガス／アスパラ】

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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/field/asupara/index.html (2/2) [18/05/02 4:29:49]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 塩尻市】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売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】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。
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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　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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　安曇野市の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　安曇野市（長尺）の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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　安曇野市（長尺）】)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 岡谷市】

4K HDフリー映像素材【長野県 岡谷市】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 岡谷市の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 伊那市】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 伊那市の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【山梨県 北杜市】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 北杜市の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【山梨県 北杜市】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

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

4K HDフリー映像素材【山梨県 北杜市（長
尺）】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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（長尺）の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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 北杜市（長尺）】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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..._H264/city/yamanashi/hokuto/long/index.html (2/2) [18/05/02 4:33:20]



原村】 【長野県諏訪郡)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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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原村】 【長野県諏訪郡)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

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

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 諏訪社 御柱の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。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 諏訪社 御柱】

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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...f_H264/festival/nagano/onbashira/index.html (2/2) [18/05/02 4:34:18]
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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 塩尻短歌館】

4K HDフリー映像素材【長野県塩尻市 塩尻短歌
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 塩尻短歌館の素材

     

  
 
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。 
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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 塩尻短歌館】

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

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

4K HDフリー映像素材【東京スカイツリー】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

東京スカイツリーの素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

あります（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)【東京スカイツリー】

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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
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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】

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

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

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

4K HDフリー映像素材【群馬県 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 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）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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)【長野県松本市　ラーラ松本】

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 富士見高原ス
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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 富士見高原スキー場】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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...30f_H264/ski/nagano/fujimikougen/index.html (2/2) [18/05/02 4:36:35]



【富士見パノラマスキー場】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【富士見パノラマスキー
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

富士見パノラマスキー場の素材

  
 
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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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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【富士見パノラマスキー場】)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 乗鞍高原温泉スキー場】

4K HDフリー映像素材【長野県 乗鞍高原温泉ス
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 乗鞍高原温泉スキー場の素材

     

  
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 乗鞍高原温泉スキー場】

【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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妙高杉ノ原スキー場】 【新潟県)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【新潟県 妙高杉ノ原ス
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 妙高杉ノ原スキー場の素材

    
 
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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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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妙高杉ノ原スキー場】 【新潟県)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)【長野県岡谷市　塩嶺小野立公園】

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。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)【長野県岡谷市　塩嶺小野立公園】

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県辰野町　枝垂れ栗
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県辰野町　枝垂れ栗公園の素材

     

     

     

     

     

     
 
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://
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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　枝垂れ栗公園】

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県茅野市 運動公
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 運動公園の素材

     

   
 
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。 
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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 運動公園】

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 信州まつもと空
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 信州まつもと空港の素材

     

     

     

    
 
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。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 信州まつもと空港】

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

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

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

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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　中部国際空港 セントレアの素材

     

     

     

    
 
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。 
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セントレア】 【愛知県　中部国際空港)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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【東京都市大学　塩尻高等学校】)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【東京都市大学　塩尻高等
学校】

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

東京都市大学　塩尻高等学校の素材

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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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【東京都市大学　塩尻高等学校】)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)【長野県松本市　牛伏川フランス式階段工】

4K HDフリー映像素材【長野県松本市　牛伏川フ
ランス式階段工】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市　牛伏川フランス式階段工の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。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　牛伏川フランス式階段工】

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 松本城の素材
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 松本城】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 
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 松本城】

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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高島城】 【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 高島城の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答
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高島城】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...30f_H264/castle/nagano/takashima/index.html (2/2) [18/05/02 4:42:50]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 上田城】

4K HDフリー映像素材【長野県 上田城】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 上田城の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/castle/nagano/ueda/index.html (2/2) [18/05/02 4:43:13]



岐阜城】 【岐阜県)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【岐阜県 岐阜城】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 岐阜城の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。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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岐阜城】 【岐阜県)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)【岐阜県 郡上八幡城】

4K HDフリー映像素材【岐阜県 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 郡上八幡城の素材

     

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【岐阜県 郡上八幡城】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【岐阜県 郡上八幡城（長尺）】

4K HDフリー映像素材【岐阜県 郡上八幡城（長
尺）】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 郡上八幡城（長尺）の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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 郡上八幡城（長尺）】

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

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

4K HDフリー映像素材【愛知県 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 名古屋城の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/castle/aichi/nagoya/index.html (2/2) [18/05/02 4:44:38]



名古屋城【長尺】】 【愛知県)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【愛知県 名古屋城【長
尺】】

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

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 名古屋城【長尺】の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品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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名古屋城【長尺】】 【愛知県)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_H264/castle/aichi/nagoya/long/index.html (2/2) [18/05/02 4:44:54]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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...temple/nagano/shiojiri/kyoufukuji/index.html (2/2) [18/05/02 4:45:10]



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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
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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】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/peak/nagano/shiojiri/index.html (2/2) [18/05/02 4:45:31]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　県道441号線】

4K HDフリー映像素材【長野県　県道441号線】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道441号線の素材

     
 
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。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県　県道441号線】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/route/nagano/441/index.html (2/2) [18/05/02 4:45:47]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【愛知県 刈谷パーキングエリア】

4K HDフリー映像素材【愛知県 刈谷パーキン
グエリア】

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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 刈谷パーキングエリアの素材

     

     
 
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？ 

【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 刈谷パーキングエリア】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【鉄道一般】

4K HDフリー映像素材【鉄道一般】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鉄道一般の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【鉄道一般】

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 塩尻駅周辺】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 塩尻駅周辺の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 広丘駅周辺】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 広丘駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
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 広丘駅周辺】

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/station/nagano/hirooka/index.html (2/2) [18/05/02 4:47:36]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 松本駅】

4K HDフリー映像素材【長野県 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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 松本駅の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材【長野県 小野駅周辺】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 小野駅周辺の素材

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 小野駅周辺】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

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

4K HDフリー映像素材【長野県 洗馬駅周辺】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 洗馬駅周辺の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/station/nagano/seba/index.html (2/2) [18/05/02 4:48:26]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 奈良井駅周辺】

4K HDフリー映像素材【長野県 奈良井駅周辺】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 奈良井駅周辺の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/station/nagano/narai/index.html (2/2) [18/05/02 4:48:41]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【東京都 東京駅周辺】

4K HDフリー映像素材【東京都 東京駅周辺】
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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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 東京駅周辺の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【どんど焼き／三九郎】

4K HDフリー映像素材【どんど焼き／三九郎】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
す。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

どんど焼き／三九郎の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【どんど焼き／三九郎】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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_H264/etc/dondoyaki/index.html (2/2) [18/05/02 4:49:17]



【道祖神・歌碑・石碑・馬頭観音等】)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【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。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）を、そのまま公
開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合もあります。
手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
ミスや間違い、リンクエ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？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等や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_H264/etc/dousojin/index.html (1/2) [18/05/02 4:49:38]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/etc/dousojin/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/etc/dousojin/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/etc/dousojin/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/etc/dousojin/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/etc/dousojin/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/etc/dousojin/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/etc/dousojin/0007/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


【道祖神・歌碑・石碑・馬頭観音等】)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_H264/etc/dousojin/index.html (2/2) [18/05/02 4:49:38]



 [Royalty Free 4K HD Footage (QuickTime[H.264] format)]フリー映像素材4K HD 

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

[H.264] format)]

このページは4K HD サイズ (3840x2160, QuickTime[H.264]) のフリーの映像を扱っています。

素材（加工含む）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。 
このページにある映像はApple社のiPhone 6s Plusで撮影されています。映像の秒数（尺）は素材

によって異なります。また、撮影時のデータ（映像のみの場合と映像＋音声の場合があります）
を、そのまま公開しているため映像は映像が揺れる場合があります（手持ちで撮影している場合も
あります。手ぶれを軽減するには映像ソフトの機能を利用してください）。 
 
映像のサムネールをクリックすると実際の4K映像を確認できます。プレビュー映像を見るには各

ページにある「映像を見る (QuickTime)」のリンク文字をクリックしてください。サンプル映像／

実際の映像を見る・編集するにはApple社のQuickTimeが必要です。4K映像、プレビュー映像とも

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

●     4K HD Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD XAVC S(3840x2160、60p)

●     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://

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_H264/title.html (1/2) [18/05/02 4:49:50]
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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。  

2005-2018 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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