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●     空 (Sky) 
�❍     日の出／朝 
�❍     夕方／黄昏 
�❍     夕方／黄昏（長尺） 
�❍     青空 
�❍     雲／曇り 
�❍     層雲／絹層雲 
�❍     積雲／積乱雲／入道雲 
�❍     早回し：積雲／積乱雲／入道雲 
�❍     高積雲／まだら雲／ひつじ雲 
�❍     彩雲 
�❍     ゴッドレイ (差込み光／光芒) 
�❍     太陽の暈(かさ) 
�❍     外接ハロ(暈) 
�❍     日食 
�❍     特殊（早回し） 
�❍     その他の空 

●     山 (Mountain) 
�❍     富士山 
�❍     浅間山 
�❍     日本アルプス 
�❍     中央アルプス 
�❍     南アルプス 
�❍     八ヶ岳 
�❍     阿弥陀岳[八ヶ岳] 
�❍     北八ヶ岳 
�❍     北八ヶ岳ロープウェイ 
�❍     縞枯山 
�❍     蓼科山 
�❍     車山 
�❍     前鉢伏山 
�❍     鉢伏山 
�❍     二ツ山 
�❍     高ボッチ 
�❍     駒ヶ岳 
�❍     甲斐駒ヶ岳 
�❍     木曽駒ヶ岳 
�❍     御岳山 
�❍     白馬連峰 
�❍     戸隠山 
�❍     穂高連峰 
�❍     穂高連峰（早回し） 
�❍     仙丈ヶ岳 
�❍     観音ヶ岳 
�❍     北岳 
�❍     小鉢盛山 
�❍     鉢盛山 
�❍     乗鞍岳 
�❍     四ツ岳 
�❍     十石山 
�❍     霞沢岳 
�❍     六百山 
�❍     西穂高岳 
�❍     明神岳 
�❍     前穂高岳 
�❍     奥穂高岳 
�❍     涸沢岳 

ハイビジョン フリー映
像素材 

[Royalty Free HD 
Footage]

このサイトはハイビジョンサイズ 

(1920×1080) のロイヤルティフリー 

(Royalty Free) の映像を扱っています。素

材（加工含む）として販売・配布する以外
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。 
映像を見る、扱うにはApple社の

QuickTimeが必要です。コーデックは

Photo JPEGまたはH264になっています。

また、インターレース (60i) になっている

ので、必要に応じてインターレースを解除
するなりしてください。 
60pで撮影された映像データに関しては別

途用意してあります。[HDフリー素材 60p

のページへ] 

24Fで撮影された映像データに関しては別

途用意してあります。[HDフリー素材 24F

のページへ] 

30Fで撮影された映像データに関しては別

途用意してあります。[HDフリー素材 30F

のページへ] 

4K映像に関しては別途用意してありま

す。[4K フリー素材のページへ] 

DVサイズ（レターボックス）に変換した

ものも用意してあります（DVサイズ素材

ページへ）。 
 
HDVフォーマットの都合上、激しい動き

の部分はビットレート不足によりブロック
ノイズ状態になることがあります。一般的
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�❍     北穂高岳 
�❍     南岳 
�❍     中岳 
�❍     槍ヶ岳 
�❍     蝶ヶ岳 
�❍     常念岳 
�❍     大天井岳 
�❍     燕岳 
�❍     餓鬼岳 
�❍     針ノ木岳 
�❍     白馬岳 
�❍     爺ヶ岳 
�❍     有明山 
�❍     高峰山 
�❍     黒斑山 
�❍     三方ケ峰 
�❍     東篭ノ登山 
�❍     赤牛岳 
�❍     立山連峰 
�❍     木梚山 
�❍     東一ノ越 
�❍     赤牛岳 
�❍     大汝山 
�❍     富士の折立 
�❍     丸山 
�❍     黒部別山南峰 
�❍     蔵王連峰 
�❍     特殊（早回し） 
�❍     その他の山 

●     観光地 (Sightseeing) 
�❍     長野県 上高地 
�❍     長野県 地獄谷温泉 
�❍     長野県 赤沢自然休養林 
�❍     長野県 奥蓼科 
�❍     長野県 原村自然文化園 
�❍     長野県 寝覚ノ床 
�❍     長野県 奈良井宿 
�❍     長野県 妻籠宿 
�❍     長野県 大王わさび農場 
�❍     長野県 義仲館 
�❍     長野県 高瀬峡 
�❍     長野県 天竜船下り 
�❍     岐阜県 馬籠宿 
�❍     岐阜県 落合の石畳 
�❍     岐阜県 白川郷 
�❍     富山県 黒部ダム 
�❍     富山県 立山黒部アルペンルート 
�❍     東京湾アクアライン／海ほたる 
�❍     宮城県 松島 
�❍     山梨県 びょうぶ岩 
�❍     山梨県 昇仙峡 
�❍     山梨県 尾白川 
�❍     山梨県 本栖湖 富士芝桜まつり 
�❍     静岡県 堂ヶ島 
�❍     静岡県 黄金崎 
�❍     静岡県 柿田川湧水群 
�❍     福島県 大内宿 

な景色でも複雑な物体（草木など）がある
場合には雲などの部分がブロックで表示さ
れてしまうことがあります。 
また、2011年から追加した素材はキヤノ

ンXF300で撮影していますが、H.264に圧

縮している都合上ブロックノイズが発生す
ることがあります。（元のMXFファイルに

はブロックノイズはありません）。また、
XF300で撮影した素材の中には30秒に満

たない素材や1分以上の素材もあります。 
 
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。  

2005-2013 By 古籏一浩(KaZuhiro 
FuRuhata)
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�❍     岩手県 猊鼻渓 
●     お祭り (Festival) 

�❍     長野県 御柱大祭 
●     イベント (Event) 

�❍     諏訪湖レガッタ 
●     温泉 

�❍     長野県木曽郡 桟温泉 
�❍     長野県塩尻市 みどり湖温泉 
�❍     長野県塩尻市 田川浦温泉 
�❍     長野県松本市 浅間温泉 
�❍     長野県松本市 崖の湯温泉 
�❍     長野県松本市 高ボッチ温泉 

●     高原 
�❍     高原 
�❍     美ヶ原高原 
�❍     高ボッチ高原 
�❍     霧ヶ峰高原 
�❍     霧ヶ峰高原：八島湿原 
�❍     車山高原 
�❍     開田高原 
�❍     黒姫高原 
�❍     志賀高原 
�❍     栂池高原 

●     草原 
�❍     草原 

●     水／海／河川／池／雨／雪／岬 
�❍     海 (Sea) 
�❍     尖閣湾 
�❍     富山湾 
�❍     東京湾 
�❍     静岡県 駿河湾 
�❍     静岡県 今井浜海岸 
�❍     静岡県 城ヶ崎海岸 
�❍     静岡県 恋人岬 
�❍     静岡県 黄金崎 
�❍     愛知県 三河湾 
�❍     愛知県 伊良湖岬 
�❍     愛知県 師崎漁港 
�❍     屏風ヶ浦 
�❍     翡翠海岸 
�❍     親不知海岸 
�❍     新舞子浜 
�❍     磐城海岸 
�❍     宮城県 松島港 
�❍     宮城県 陸前港 
�❍     池 (Pond) 
�❍     長野県塩尻市 姥ヶ池 
�❍     長野県茅野市 御射鹿池 
�❍     湖 (Lake) 
�❍     雨 (Rain) 
�❍     雪 (Snow) 
�❍     霜・樹氷・霧氷 
�❍     霧・もや 
�❍     水 (Water) 
�❍     氷 (Ice) 
�❍     河／川 (River) 
�❍     長野県 天竜川 
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�❍     長野県 千曲川 
�❍     長野県 奈良井川 
�❍     長野県 鎖川 
�❍     長野県 小黒川 
�❍     長野県 薄川 
�❍     長野県 女鳥羽川 
�❍     長野県 横川 
�❍     長野県 犀川 
�❍     長野県 高瀬川 
�❍     長野県 鹿島川 
�❍     長野県 王滝川 
�❍     長野県 木曽川 
�❍     長野県 砥川 
�❍     長野県 蘭川 
�❍     長野県 釜無川 
�❍     長野県 上川 
�❍     長野県 梓川 
�❍     長野県 黒川 
�❍     長野県 末川 
�❍     長野県 伊奈川 
�❍     長野県 西洞川 
�❍     長野県 大田切川 
�❍     岐阜県 落合川 
�❍     山梨県 大武川 
�❍     山梨県 尾白川 
�❍     山梨県 釜無川 

●     湖 
�❍     長野県 諏訪湖 
�❍     長野県 諏訪湖 御神渡 
�❍     長野県 女神湖 
�❍     長野県 みどり湖 
�❍     長野県 奥木曽湖 
�❍     長野県 御岳湖 
�❍     長野県 白樺湖 
�❍     長野県 青木湖 
�❍     長野県 中綱湖 
�❍     長野県 木崎湖 
�❍     長野県 野尻湖 
�❍     長野県 沓沢湖 
�❍     長野県 美鈴湖 
�❍     長野県 梓湖 
�❍     長野県 松原湖 
�❍     山梨県 山中湖 
�❍     山梨県 本栖湖 
�❍     山梨県 河口湖 
�❍     山梨県 精進湖 
�❍     山梨県 西湖 
�❍     岐阜県 高根乗鞍湖 
�❍     福島県 猪苗代湖 

●     滝 
�❍     長野県高森町 不動滝 
�❍     長野県茅野市 多留姫の滝（樽姫の滝) 
�❍     長野県茅野市 王滝 
�❍     長野県茅野市 乙女滝 
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�❍     白糸の滝 
�❍     長野県木曽 唐沢の滝 
�❍     長野県木曽 小野の滝 
�❍     長野県木曽 清滝（御岳の滝） 
�❍     滝 

●     湧水 
�❍     山梨県 八ヶ岳南麓高原湧水群(三分一湧水) 

●     渓谷／峡谷 
�❍     長野県：阿寺渓谷 
�❍     長野県：横川渓谷 
�❍     長野県：横谷渓谷 
�❍     長野県：久米路峡 
�❍     富山県：黒部峡谷／立山 

●     花 (Flower) 
�❍     ひまわり／向日葵 
�❍     コスモス／秋桜 
�❍     マリーゴールド 
�❍     シャクヤク／芍薬 
�❍     マツバギク／松葉菊 
�❍     桜／さくら 
�❍     桜＿ようこう 
�❍     桜＿しょうげつ 
�❍     桜＿鬱金桜（うこんざくら） 
�❍     桜＿しだれ桜 
�❍     桜＿染井吉野（そめいよしの） 
�❍     桜＿大山桜 
�❍     桜＿しろたえ 
�❍     桜＿兼六園菊桜 
�❍     桜＿紅豊（べにゆたか） 
�❍     桜＿片丘桜（カタオカザクラ） 
�❍     桜＿江戸彼岸桜 
�❍     山桜 
�❍     八重桜 
�❍     桜（山梨県 釜無川） 
�❍     雪と桜 
�❍     つつじ 
�❍     菜の花 
�❍     梅 
�❍     桃／ピーチ 
�❍     蕎麦／ソバの花 
�❍     福寿草 
�❍     ねこやなぎ 
�❍     水芭蕉 
�❍     座禅草／達磨草 
�❍     芝桜 
�❍     たんぽぽ 
�❍     木蓮／モクレン 
�❍     水仙／スイセン 
�❍     椿／ツバキ 
�❍     ヒメオドリコソウ 
�❍     オオイヌノフグリ 
�❍     雪柳／ユキヤナギ 
�❍     二輪草 
�❍     チューリップ 
�❍     白詰草 
�❍     赤詰草 
�❍     トリカブト 
�❍     バラ／薔薇 
�❍     バラ／薔薇（信州伊那高遠しんわの丘ローズガーデンバラ

まつり） 
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�❍     泡立草 
�❍     牡丹／ぼたん 
�❍     藤 
�❍     九輪草 
�❍     しゃくなげ 
�❍     著莪／しゃが／胡蝶花 
�❍     あやめ／菖蒲／ジャーマンアイリス 
�❍     蓮華草／れんげ草 
�❍     あけぼのふうろ 
�❍     アカシア／ニセアカシア 
�❍     やまぶき／山吹 
�❍     ハス／蓮 
�❍     コウホネ 
�❍     釣鐘草／ツリガネソウ 
�❍     ラベンダー 
�❍     ゆり／百合 
�❍     エキナセア 
�❍     ヘメロカリス 
�❍     リアトリス 
�❍     フロックス 
�❍     ストケシア 
�❍     トリトマ 
�❍     ひるがお／昼顔 
�❍     鶏頭／ケイトウ 
�❍     アザミ／薊 
�❍     節分草／セツブンソウ 
�❍     片栗／カタクリ 
�❍     カリン／花梨 
�❍     マルメロ 
�❍     レンギョウ 
�❍     春蘭 
�❍     野原アザミ 
�❍     ニッコウキスゲ 
�❍     シシウド 
�❍     ウツボグサ 
�❍     ハナチダケサシ 
�❍     ハクサンフウロ 
�❍     キバナノヤマオダマキ 
�❍     キンバイソウ 
�❍     アカバナシモツケソウ 
�❍     エゾカワラナデシコ 
�❍     小鬼百合 
�❍     野あざみ 
�❍     ノリウツギ 
�❍     アマニュウ 
�❍     ヨツバヒヨドリ 
�❍     ヤエキンポウゲ／八重金鳳花 
�❍     オダマキ／苧環 
�❍     スズラン／鈴蘭 
�❍     西洋スズラン／鈴蘭スズラン 
�❍     オニシオガマ 
�❍     サラシナショウマ 
�❍     白根ニンジン 
�❍     タテヤマリンドウ 
�❍     ワタスケ 
�❍     ミヤマキンポウゲ 
�❍     蘭／ラン 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［藍姫］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［甘茶］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［天城甘茶］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［アナベル］ 
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�❍     あじさい／紫陽花：種類［アリラン］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［紅額あじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［紅錦］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ビブレイ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ブルーフレッシュ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ブルーキング］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ドンブルー］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［エンドレスサマー］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［フェアリーアイ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［フラウ クミコ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［フラウ スミコ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［富士の滝］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［額あじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［グレー］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［グリーンあじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［グリーングローブ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［グリーンシャドー］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ヘイズスターベスト］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［姫あじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［姫紅額あじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ホベラ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［インテグリフォリア］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［伊予の青絣］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［伊予の薄墨］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ジャパーニュ ミカコ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［城ヶ崎］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［常山］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［柏葉あじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［金玲］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［清澄沢］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［胡蝶の舞］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［黒姫］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［江冠雪］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［紅(くれない)］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［斑入りあじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［斑入り城ヶ崎］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ミカコ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［未来］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ミセス ヘップバーン］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［武蔵野］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［日本あじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［虹］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［奥多摩こあじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［大紅］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［大虹］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［パッションブルー］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［パッションピンク］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ラーバ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［鹿鳴館］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［笹の舞］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［西洋あじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［石化八重黒軸］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［セリナ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［セルマ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［七段花］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［シエラ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［白富士］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［白額あじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ソラヤ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［サンセット］ 
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�❍     あじさい／紫陽花：種類［トカラあじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［土佐緑風］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ツクバ］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［剣の舞］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［うずあじさい］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ホワイトダイアモンド］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［ホワイトシュガー］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［八重咲］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［八重咲甘茶］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［八重咲蝦夷あじさい-綾-］ 
�❍     あじさい／紫陽花：種類［雪さらし］ 
�❍     不明な花0001 
�❍     不明な花0002 
�❍     不明な花0003 
�❍     その他の花 

●     草／山野草／植物一般 
�❍     こごみ 
�❍     フキ／蕗／フキノトウ 
�❍     ワサビ／山葵 
�❍     土筆／つくし 
�❍     シダ 
�❍     ウド／独活 
�❍     たばこ／タバコ／煙草 
�❍     ねこじゃらし／狗尾草 
�❍     ヒエ／稗 
�❍     ヨモギ／蓬 
�❍     紫蘇／大葉 
�❍     ほうき／箒 
�❍     いわがらみ 
�❍     ぜんまい 
�❍     あかざ 
�❍     碇草 
�❍     行者ニンニク 
�❍     その他 

●     秋／紅葉 
�❍     山 
�❍     紅葉[赤] 
�❍     紅葉[黄] 
�❍     紅葉[緑] 
�❍     紅葉[夜] 
�❍     葉 
�❍     その他 

●     果物／果実 
�❍     林檎／りんご 
�❍     葡萄／ぶどう 
�❍     柿 
�❍     ザクロ／石榴 
�❍     胡桃／くるみ 
�❍     なし／梨 
�❍     洋梨／洋なし 
�❍     いちじく／無花果 
�❍     カリン／花梨 
�❍     その他 

●     食料 
�❍     寒天／かんてん 

●     樹木／葉 
�❍     桜（一般） 
�❍     桜（紅豊／ベニユタカ） 
�❍     桜（関山／カンザン） 
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�❍     桜（片丘桜／カタオカザクラ） 
�❍     桜（兼六園菊桜／ケンロクエンキクザクラ） 
�❍     桜（大山桜／オオヤマザクラ） 
�❍     桜（白妙／シロタエ） 
�❍     桜（染井吉野／ソメイヨシノ） 
�❍     桜（松月／ショウゲツ） 
�❍     桜（鬱金桜／ウコンザクラ） 
�❍     桜（淡墨桜／ウスズミザクラ） 
�❍     桜（陽光／ヨウコウ） 
�❍     銀杏／ぎんなん 
�❍     白樺 
�❍     サンシュユ 
�❍     しだれ栗 
�❍     どんぐり 
�❍     オオバコ 
�❍     ハクジュ 
�❍     ハシドイ 
�❍     いろはかえで 
�❍     カイドウ 
�❍     カツラ 
�❍     オオデマリ 
�❍     サワラ 
�❍     ウコギ 
�❍     イチイ 
�❍     もみじ／紅葉 
�❍     ねむの木／合歓木 
�❍     くるみ／胡桃 
�❍     コナラ／木楢 
�❍     ツリバナ 
�❍     南天／ナンテン 
�❍     銀木犀／ぎんもくせい 
�❍     竹／竹林 
�❍     赤松 
�❍     唐松／から松 
�❍     宿り木 
�❍     杉＿＿＿ 
�❍     その他 

●     野菜／穀物 
�❍     茄子／なす 
�❍     長芋／長いも 
�❍     ヤーコン 
�❍     もろこし／コーン 
�❍     キャベツ 
�❍     レタス 
�❍     白菜 
�❍     かぼちゃ／南瓜 
�❍     トマト 
�❍     さつまいも／薩摩芋 
�❍     うり／瓜 
�❍     とうがらし／唐辛子 
�❍     セロリ 
�❍     ネギ／葱 
�❍     その他 

●     きのこ 
�❍     ハナイグチ 
�❍     白ぬめりイグチ 
�❍     その他 

●     動物 (Animal) 
�❍     牛＿＿ 
�❍     馬＿＿ 
�❍     猿＿＿ 
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�❍     カエル／蛙 
�❍     鹿／しか 

●     鳥 (Bird) 
�❍     白鳥 
�❍     鴨 
�❍     鳩／はと 
�❍     烏／カラス 
�❍     その他の鳥 

●     昆虫／虫 
�❍     かまきり／蟷螂 
�❍     トンボ／蜻蛉 
�❍     蝶／バタフライ 
�❍     ミノムシ 

●     石／岩石 
�❍     さざれ石／細石 

●     橋 (Bridge) 
�❍     横浜ベイブリッジ 
�❍     東京ゲートブリッジ 
�❍     レインボーブリッジ 
�❍     錦帯橋 
�❍     長野県 片平橋 
�❍     長野県 南角大橋 
�❍     長野県 木曽の大橋 
�❍     長野県 木曽大橋 
�❍     長野県 義仲橋 
�❍     長野県 桃介橋 
�❍     長野県 南木曽大橋 
�❍     長野県 妻籠橋 
�❍     長野県 尾又橋 
�❍     長野県 立沢大橋 
�❍     長野県 浮島橋 
�❍     長野県天竜川 水神橋 
�❍     山梨県 猿橋 
�❍     その他の橋 

●     城 (Castle) 
�❍     長野県 松本城 
�❍     長野県 北熊井城跡 
�❍     高島城 
�❍     鶴賀城 

●     東京／首都近郊 
�❍     浅草 雷門 
�❍     東京タワー 

●     インターチェンジ／SA 
�❍     姨捨PA 
�❍     みどり湖PA 
�❍     辰野PA 
�❍     諏訪湖SA 

●     市町村 
�❍     ■宮城県 
�❍     宮城県 気仙沼市 
�❍     宮城県 南三陸町 
�❍     ■岐阜県 
�❍     岐阜県 白川郷 
�❍     ■広島県 
�❍     広島県 尾道 
�❍     ■長野県 
�❍     長野県 松本市 
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�❍     長野県 松本市四賀(旧 四賀村) 
�❍     長野県 塩尻市 
�❍     長野県 岡谷市 
�❍     長野県 諏訪市／岡谷市 
�❍     長野県 茅野市 
�❍     長野県 伊那市 
�❍     長野県 大町市 
�❍     長野県 駒ヶ根市 
�❍     長野県 木曽(木曽郡) 
�❍     長野県 小布施町 
�❍     長野県 東筑摩郡 波田町 
�❍     長野県 木曽郡 上松町 
�❍     長野県 木曽郡 木曽町 
�❍     長野県 諏訪郡 下諏訪町 
�❍     長野県 木曽郡 南木曽町 
�❍     長野県下伊那郡 高森町 
�❍     長野県 東筑摩郡 筑北村 
�❍     長野県 木曽郡 王滝村 
�❍     長野県 木曽郡 日義村 
�❍     長野県 木曽郡 大桑村 
�❍     長野県 木曽郡 木祖村 

●     商店街 
�❍     長野県塩尻市 大門商店街 
�❍     長野県塩尻市 広丘商店街 

●     街道／宿場 
�❍     長野県 妻籠宿 
�❍     贄川宿 

●     神社／寺院 
�❍     ■広島県 
�❍     厳島神社 
�❍     ■宮城県　松島町 
�❍     瑞厳寺 (国宝) 
�❍     ■長野県　駒ヶ根市 
�❍     光前寺 
�❍     ■長野県　松本市 
�❍     赤木諏訪神社(上の宮) 
�❍     千鹿頭神社 
�❍     長久寺 
�❍     大神社 
�❍     大天白神社 
�❍     円城寺 
�❍     福應寺 
�❍     牛伏寺 
�❍     権現神社 
�❍     埴原神社 
�❍     広澤寺 
�❍     保福寺 
�❍     宝輪寺 
�❍     法船寺 
�❍     今井諏訪神社 
�❍     伊和神社(惣社) 
�❍     常楽寺 
�❍     常照寺 
�❍     神林神社 
�❍     慶林寺 
�❍     金毘羅神社(上二子) 
�❍     金比羅神社(町神) 
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�❍     弘長寺 
�❍     大山神社 
�❍     御嶽神社(村井) 
�❍     御嶽神社(中二子) 
�❍     蓮華寺 
�❍     泉龍寺 
�❍     専称寺 
�❍     四柱神社(中山) 
�❍     白山神社 
�❍     水月院 
�❍     須々岐水神社 
�❍     兎川神社 
�❍     桃昌寺 
�❍     都波岐神社 
�❍     筑摩神社 
�❍     妻恋稲荷神社 
�❍     長野県護国神社 
�❍     ■長野県　長野市 
�❍     善光寺 
�❍     戸隠神社 
�❍     ■長野県　大町市 
�❍     西正院 
�❍     ■長野県　松川村 
�❍     有明山社 
�❍     松川神社 
�❍     ■長野県　上田市 
�❍     安楽寺 
�❍     北向観音 常楽寺 
�❍     ■長野県　諏訪市 
�❍     諏訪大社／御柱 
�❍     長野県諏訪市 仏法寺 
�❍     ■長野県　茅野市 
�❍     聖光寺 
�❍     ■長野県　木曽郡 
�❍     徳音寺 
�❍     光徳寺 
�❍     八幡宮 
�❍     定勝寺 
�❍     ■長野県　辰野町 
�❍     智児神社 
�❍     伝福寺 
�❍     池上寺 
�❍     今村神社 
�❍     上横川神社 
�❍     香住寺 
�❍     川島諏訪神社 
�❍     見宗寺 
�❍     高徳寺 
�❍     熊野神社 
�❍     三輪神社 
�❍     大神神社 
�❍     祭林寺 
�❍     智子神社 
�❍     津島神社 
�❍     瑞光寺 
�❍     ■長野県　塩尻市 
�❍     阿礼神社 
�❍     長興寺 
�❍     長泉寺 
�❍     大宝寺 
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�❍     大門神社 
�❍     永福寺 
�❍     福聚寺 
�❍     池生神社 
�❍     慈光院 
�❍     常光寺 (西条) 
�❍     常光寺 (北熊井) 
�❍     浄竜寺 
�❍     君石 
�❍     北熊井諏訪神社 
�❍     郷福寺 
�❍     万福寺 
�❍     南熊井諏訪神社 
�❍     三嶽神社 
�❍     向山社 
�❍     無量寺 
�❍     中挾神社 
�❍     二柱神社 
�❍     小野神社 
�❍     大宮八幡神社 
�❍     西福寺 
�❍     専念寺 
�❍     松林寺 
�❍     高日出神社 
�❍     建部社 
�❍     東漸寺 
�❍     若宮神社 
�❍     矢彦神社 
�❍     善立寺 

●     すすき 
�❍     すすき 
�❍     すすき（夕方） 
�❍     山のすすき 

●     スキー場 
�❍     富士見パノラマスキー場 
�❍     富士見高原スキー場 
�❍     白馬47スキー場 
�❍     白馬五竜スキー場 
�❍     白馬八方尾根スキー場 
�❍     白馬岩岳スキー場 
�❍     白馬乗鞍スキー場 
�❍     サンアルピナ鹿島槍スキー場 
�❍     栂池高原スキー場 
�❍     伊那スキーリゾート 
�❍     駒ヶ根高原スキー場 
�❍     開田高原マイアスキー場 
�❍     御岳スキー場 
�❍     車山高原スキー場 
�❍     しらかば 2 in 1スキー場 
�❍     白樺高原国際スキー場 
�❍     白樺湖ロイヤルヒルスキー場 
�❍     朝日プライムスキー場 
�❍     治部坂高原スキー場 

●     ダム (Dam) 
�❍     黒部ダム 
�❍     奈川渡ダム 
�❍     水殿ダム 
�❍     稲核ダム 
�❍     高遠ダム 
�❍     箕輪ダム 
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�❍     大久保ダム 
�❍     小渋ダム 
�❍     奈良井ダム 
�❍     牛伏寺砂防ダム 
�❍     味噌川ダム 
�❍     横川ダム 
�❍     大町ダム 
�❍     七倉ダム 
�❍     内村ダム 
�❍     牧尾ダム 
�❍     山口ダム 
�❍     高根第一ダム 
�❍     高根第二ダム 

●     門／水門／ゲート (Gate) 
�❍     釜口水門 

●     発電所／変電所 
�❍     長野県下伊那郡 平岡発電所 
�❍     長野県木曽郡 読書発電所 
�❍     長野県木曽郡 田光発電所 
�❍     長野県松本市 霞沢発電所 

●     港湾 
�❍     広島 呉港 

●     重要文化財／県宝／国宝／遺跡 
�❍     宮城県松島町 瑞厳寺 (国宝) 
�❍     長野県松本市 松本城 (国宝) 
�❍     長野県小県群青木村 大法寺 (国宝) 
�❍     長野県松本市 旧開智学校 (重要文化財) 
�❍     長野県松本市 馬場家 (重要文化財) 
�❍     長野県塩尻市 平出遺跡 
�❍     長野県諏訪郡下諏訪町 御射山遺跡 

●     行政関係／役所 
�❍     長野県 塩尻市役所 
�❍     長野県 辰野町役場 
�❍     長野県 波田町役場 
�❍     長野県 上松町役場 
�❍     長野県 大桑村役場 
�❍     長野県 南木曽町役場 
�❍     長野県 駒ヶ根市役所 
�❍     長野県 阿南町役場 
�❍     長野県 下条村役場 
�❍     長野県 根羽村役場 
�❍     長野県 天竜村役場 
�❍     長野県 売木村役場 
�❍     長野県 平谷村役場 

●     学校 (School) 
�❍     塩尻市 贄川小学校(廃校) 
�❍     木曽郡 旧妻籠小学校(廃校) 

●     空港 (Airport) 
�❍     信州まつもと空港 

●     高速道路 (Highway) 
�❍     中央自動車道 

●     道路 
�❍     国道19号線 
�❍     国道158号線 
�❍     国道361号線 
�❍     国道403号線  
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�❍     長野県 県道25号線 
�❍     長野県 県道48号線 
�❍     長野県 県道63号線 
�❍     長野県 県道282号線 
�❍     長野県 県道284号線 
�❍     長野県 県道288号線 
�❍     長野県 県道290号線  
�❍     岐阜県 県道7号線 
�❍     岐阜県 県道39号線 

●     駅 (Station) 
�❍     長野県東筑摩郡筑北村 西条駅前 
�❍     長野県安曇野市 明科駅前 
�❍     長野県安曇野市 田沢駅前 
�❍     長野県松本市 北松本駅前 
�❍     長野県松本市 松本駅前 
�❍     長野県松本市 南松本駅前 
�❍     長野県松本市 平田駅前 
�❍     長野県塩尻市 村井駅前 
�❍     長野県塩尻市 広丘駅前 
�❍     長野県塩尻市 塩尻駅前  
■大糸線 

�❍     長野県大町市 簗場駅前 
�❍     長野県大町市 稲尾駅前 
�❍     長野県安曇野市 梓橋駅前 
�❍     長野県松本市 島高松駅前 
�❍     長野県松本市 島内駅前 
�❍     長野県松本市 北松本駅前  
■中央西線 

�❍     長野県塩尻市 洗馬駅前 
�❍     長野県塩尻市 日出塩駅前 
�❍     長野県塩尻市 贄川駅前 
�❍     長野県塩尻市 木曽平沢駅前 
�❍     長野県塩尻市 奈良井駅前 
�❍     長野県木曽郡 薮原駅前 
�❍     長野県木曽郡 宮ノ越駅前 
�❍     長野県木曽郡 原野駅前 
�❍     長野県木曽郡 木曽福島駅前 
�❍     長野県木曽郡 上松駅前 
�❍     長野県木曽郡 倉本駅前 
�❍     長野県木曽郡 須原駅前 
�❍     長野県木曽郡 大桑駅前 
�❍     長野県木曽郡 野尻駅前 
�❍     長野県木曽郡 十二兼駅前 
�❍     長野県木曽郡 南木曽駅前 
�❍     長野県木曽郡 田立駅前  
■中央東線（みどり湖経由） 

�❍     長野県塩尻市 みどり湖駅前  
■中央東線（辰野経由） 

�❍     長野県塩尻市 東塩尻駅[廃線] 
�❍     長野県塩尻市 小野駅前 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 信濃川島駅前 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 辰野駅前 
�❍     長野県岡谷市 川岸駅前 
�❍     長野県岡谷市 岡谷駅前  
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■飯田線 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 宮木駅前 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅前 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 羽場駅前 
�❍     長野県上伊那郡箕輪町 沢駅前 
�❍     長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅前 
�❍     長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅前 
�❍     長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅前 
�❍     長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅前 
�❍     長野県伊那市 伊那北駅前 
�❍     長野県伊那市 伊那市駅前 
�❍     長野県伊那市 下島駅前 
�❍     長野県伊那市 沢渡駅前 
�❍     長野県伊那市 赤木駅前 
�❍     長野県上伊那郡宮田村 宮田駅前 
�❍     長野県駒ヶ根市 大田切駅前 
�❍     長野県駒ヶ根市 駒ヶ根駅前 
�❍     長野県駒ヶ根市 小町屋駅前 
�❍     長野県駒ヶ根市 伊那福岡駅前 
�❍     長野県上伊那郡飯島町 田切駅前 
�❍     長野県上伊那郡飯島町 飯島駅前 
�❍     長野県上伊那郡飯島町 伊那本郷駅前 
�❍     長野県上伊那郡飯島町 七久保駅前 
�❍     長野県上伊那郡飯島町 高遠原駅前 
�❍     長野県上伊那郡中川村 伊那田島駅前 
�❍     長野県下伊那郡松川町 上片桐駅前 
�❍     長野県下伊那郡松川町 伊那大島駅前 
�❍     長野県下伊那郡高森町 山吹駅前 
�❍     長野県下伊那郡高森町 下平駅前 
�❍     長野県下伊那郡 市田駅前 
�❍     長野県下伊那郡 下市田駅前 
�❍     長野県下伊那郡 元善光寺駅 
�❍     長野県下伊那郡 伊那上郷駅 
�❍     長野県下伊那郡 桜町駅前 
�❍     長野県下伊那郡 飯田駅前 
�❍     長野県下伊那郡 切石駅前 
�❍     長野県下伊那郡 鼎駅前 
�❍     長野県下伊那郡 下山村駅前 
�❍     長野県下伊那郡 伊那八幡駅前 
�❍     長野県下伊那郡 毛賀駅前 
�❍     長野県下伊那郡 駄科駅前 
�❍     長野県下伊那郡 時又駅前 
�❍     長野県下伊那郡 川路駅前 
�❍     長野県下伊那郡 天竜峡駅前 
�❍     長野県下伊那郡 千代駅前 
�❍     長野県下伊那郡 金野駅前 
�❍     長野県下伊那郡 唐笠駅前 
�❍     長野県下伊那郡 門島駅前 
�❍     長野県下伊那郡 田本駅前 
�❍     長野県下伊那郡 温田駅前 
�❍     長野県下伊那郡 為栗駅前 
�❍     長野県下伊那郡 平岡駅前 
�❍     長野県下伊那郡 鶯巣駅前 
�❍     長野県下伊那郡 伊那小沢駅前 
�❍     長野県下伊那郡 中井侍駅前  
■松本電鉄上高地線 
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�❍     松本駅前 
�❍     西松本駅前 
�❍     渚駅前 
�❍     信濃荒井駅前 
�❍     大庭駅前 
�❍     下新駅前 
�❍     北新松本大学前駅前 
�❍     新村駅前 
�❍     三溝駅前 
�❍     森口駅前 
�❍     下島駅前 
�❍     波田駅前 
�❍     渕東駅前 
�❍     新島々駅前  
■関電トンネルトロリーバス 

�❍     扇沢駅前 
●     トンネル／洞門 (Tunnel) 

�❍     長野県 滝上トンネル 
�❍     長野県 鳥居トンネル 
�❍     長野県 山吹トンネル 
�❍     長野県 姥神トンネル 
�❍     長野県 羽渕トンネル 
�❍     長野県 番所トンネル 
�❍     長野県 権兵衛トンネル 
�❍     長野県 新賤母トンネル 
�❍     長野県 奈川渡トンネル 
�❍     長野県 新地蔵トンネル 
�❍     長野県 明ヶ平洞門 
�❍     長野県 明ヶ平下洞門 
�❍     長野県 妻籠洞門 

●     スポーツ関係 (Sports) 
�❍     競技場 

●     駐車場／駐輪場 (Parking) 
�❍     駐輪場 

●     公園 (Park) 
�❍     あがたの森公園 
�❍     水芭蕉公園 
�❍     桜の丘公園 

●     公民館／ホール 
�❍     長野県塩尻市：高出公民館 

●     体育館 
�❍     長野県塩尻市：高出区民体育館 

●     墓地／霊園 
�❍     中山霊園 
�❍     その他の墓地 

●     神仏／仏像／道祖神 
�❍     道祖神 
�❍     庚申塔 

●     花火／花火大会 (Fireworks) 
�❍     諏訪湖花火 
�❍     花火 

●     火／炎 (Fire) 
�❍     火／炎 
�❍     火の見櫓 

●     電柱／鉄塔 
�❍     電柱 
�❍     鉄塔/高圧電線 

●     月／惑星 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ (17/19) [13/10/02 0:36:44]



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

�❍     月 
�❍     半月 
�❍     満月 
�❍     月と金星 
�❍     三日月：月齢3 

●     旗 
�❍     日本の国旗 
�❍     長野県塩尻市の市旗 

●     夜／夜景 
�❍     長野県松本市 夜／夜景 
�❍     その他の夜景 

●     砂埃／ほこり 
�❍     砂埃／ほこり 
�❍     砂埃／ほこり（早回し） 

●     つむじ風／突風／竜巻 
�❍     つむじ風／突風／竜巻 

●     水田／麦畑 
�❍     田／田んぼ／田植え 
�❍     畑／はたけ 
�❍     小麦／大麦／麦畑 

●     灯台 
�❍     塩屋崎灯台 
�❍     伊良湖岬灯台 
�❍     灯台（一般） 

●     イルミネーション 
●     産業破棄物等 
●     苔／コケ 
●     笹 
●     接写 
●     鯉のぼり 
●     雷（かみなり） 
●     風車 
●     水車 
●     アメダス 
●     ヘリコプター 
●     仕事：漁業／釣り 
●     その他 
●     マンガ 

�❍     咲 -Saki-に出てくるシーン 
●     CG 

�❍     光___ 
�❍     花火 
�❍     火花 
�❍     線／ライン 
�❍     パーティクル 
�❍     雷___ 
�❍     空___ 
�❍     海___ 
�❍     山___ 
�❍     雨___ 
�❍     雪___ 
�❍     星／宇宙 
�❍     火／炎 
�❍     雲___ 
�❍     森・林・樹木 
�❍     破壊／崩壊 
�❍     テロップ 
�❍     テロップ：文字：果物名／フルーツ名(1) 
�❍     テロップ：文字：果物名／フルーツ名(2) 
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�❍     テロップ：文字：メーカー名(1) 
�❍     テロップ：文字：メーカー名(2) 
�❍     テロップ：文製品名(1) 
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�❍     テロップ：文字：文字＋数値(1) 
�❍     テロップ：文字：文字＋数値(2) 
�❍     テロップ：文字：単語／ワード(1) 
�❍     テロップ：文字：単語／ワード(2) 
�❍     その他 
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ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日の出／朝】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

す。 

夕焼け／黄昏の素材
>>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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ハイビジョン フリー映像素材【長尺：夕焼け／黄
昏】

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

す。 

長尺：夕焼け／黄昏の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【青空】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

青空の素材
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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。 
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【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【雲／曇り】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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／曇りの素材
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質問と回答

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

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

す。 

層雲／絹層雲の素材

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

す。 

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

ハイビジョン フリー映像素材【早回し：積雲／積
乱雲／入道雲】

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

す。 

早回し：積雲／積乱雲／入道雲の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/sky/special_sekiran/index.html (1/2) [13/10/02 0:41:17]

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


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【早回し：積雲／積乱雲／入道雲】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高積雲／まだら雲／ひつじ雲／むら雲】

ハイビジョン フリー映像素材【高積雲／まだら雲
／ひつじ雲／むら雲】

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

す。 

高積雲／まだら雲／ひつじ雲／むら雲の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高積雲／まだら雲／ひつじ雲／むら雲】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/sky/kousekiun/index.html (2/2) [13/10/02 0:41:53]

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


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【彩雲】

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

す。 

彩雲の素材

 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【光芒／ゴッドレイ
／差込み光】

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

す。 

光芒／ゴッドレイ／差込み光の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

す。 

太陽の暈(かさ)の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

す。 

外接ハロの素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【日食】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH264(80%))になっていま
す。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

日食の素材

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

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

す。 

特殊（早回し）素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特殊】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特殊】

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

す。 

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

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

す。 

富士山の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富士山】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

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

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

す。 

長野県　浅間山の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

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

す。 

日本アルプスに関する素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日本アルプス】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日本アルプス】

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

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

す。 

中央アルプスに関する素材

     

    
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【南アルプス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南アルプス】

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 八ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（一部H264圧縮
の素材もあります）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 八ヶ岳の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 阿弥陀岳
[八ヶ岳]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264圧縮)になっていま
す。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 阿弥陀岳[八ヶ岳]の素材

     
 
質問と回答

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

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 北八ヶ
岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 北八ヶ岳の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳】

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳ロープウェイ】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 北八ヶ岳
ロープウェイ】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 北八ヶ岳ロープウェイの素材

     
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/H...mountain/kitayatsugatake_ropeway/index.html (1/2) [13/10/02 0:50:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳ロープウェイ】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【縞枯山】

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

す。 

縞枯山の素材

     

   
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蓼科山】

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

す。 

蓼科山の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 車山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
【回答】できます。 
 
【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 車山】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 前鉢伏山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（一部H264圧縮
の映像もあります）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 前鉢伏山の素材

  
 
質問と回答

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

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/maehachibuseyama/index.html (2/2) [13/10/02 0:51:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鉢伏山】

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

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 二ツ山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 二ツ山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 二ツ山に関する素材

 
 
質問と回答

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

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

す。 

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

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

す。 

駒ヶ岳の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

す。 

甲斐駒ヶ岳の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【木曽駒ヶ岳と周辺
の山々】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（一部H264圧縮
の素材もあります）。ただし、夜撮影されたものに関しては撮影モードの関係でフレームレー
トが異なっている場合があります。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

木曽駒ヶ岳と周辺の山々の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽駒ヶ岳と周辺の山々】

   
 
質問と回答

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

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

す。 
 
 
長野県 御岳山の素材

     

     

     

  
 
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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/index.html (1/2) [13/10/02 0:55:30]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ontakesan/0017/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山】

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

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

す。 

白馬連峰の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/hakubarenpou/index.html (2/2) [13/10/02 0:55:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【戸隠山】

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

す。 

戸隠山の素材

  
 
質問と回答

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

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

す。 

穂高連峰(西穂高、奥穂高)の素材

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【穂高連峰（早回
し）】

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

す。 

穂高連峰（早回し）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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【穂高連峰（早回し）】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【仙丈ヶ岳】

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

す。 

仙丈ヶ岳の素材

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 観音ヶ
岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 観音ヶ岳の素材

 
 
質問と回答

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

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/mountain/kannonngatake/index.html (2/2) [13/10/02 0:56:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 北岳の素材

 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 小鉢盛
山】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 小鉢盛山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

す。 
 
 
長野県 鉢盛山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

す。 
 
 
長野県 乗鞍岳の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 四ツ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

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

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

す。 
 
 
長野県 四ツ岳の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 十石山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

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

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

す。 
 
 
長野県 十石山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

す。 
 
 
長野県 霞沢岳の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 六百山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

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

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

す。 
 
 
長野県 六百山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

す。 
 
 
長野県 西穂高岳の素材

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/nishihotakadake/index.html (1/2) [13/10/02 0:58:01]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 西穂高岳】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/mountain/nishihotakadake/index.html (2/2) [13/10/02 0:58:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 明神岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 明神岳の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/mountain/myoujindake/index.html (1/2) [13/10/02 0:58:11]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 明神岳】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 前穂高岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 前穂高
岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 前穂高岳の素材

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/maehotakadake/index.html (1/2) [13/10/02 0:58:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 前穂高岳】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奥穂高岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 奥穂高
岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 奥穂高岳の素材

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/okuhotakadake/index.html (1/2) [13/10/02 0:58:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奥穂高岳】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/mountain/okuhotakadake/index.html (2/2) [13/10/02 0:58:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 涸沢岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 涸沢岳の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/mountain/karasawadake/index.html (1/2) [13/10/02 0:58:40]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 涸沢岳】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北穂高岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 北穂高
岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 北穂高岳の素材

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/kitahotakadake/index.html (1/2) [13/10/02 0:58:49]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北穂高岳】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南岳】

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

す。 

南岳の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

す。 
 
 
長野県 中岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

す。 

槍ヶ岳の素材

     

  
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蝶ヶ岳】

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

す。 
 
 
長野県 蝶ヶ岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

す。 
 
 
長野県 常念岳の素材

     
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 大天井
岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 大天井岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

す。 
 
 
長野県 燕岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

す。 
 
 
長野県 餓鬼岳の素材

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 針ノ木
岳】

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

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

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

す。 
 
 
長野県 針ノ木岳の素材

 
 
質問と回答

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

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/mountain/harinokidake/index.html (2/2) [13/10/02 1:00:24]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬岳】

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

す。 

白馬岳に関する素材

    
 
質問と回答

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

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

す。 

長野県 爺ヶ岳の素材

     

  
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【有明山】

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

す。 

有明山に関する素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/ariakesan/index.html (2/2) [13/10/02 1:01:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高峰山】

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

す。 

高峰山に関する素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/mountain/takamineyama/index.html [13/10/02 1:01:16]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/takamineyama/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【黒斑山】

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

す。 

黒斑山に関する素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/mountain/kuromadarayama/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【三方ケ峰】

ハイビジョン フリー映像素材【三方ケ峰】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

三方ケ峰に関する素材

 
 
質問と回答

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

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

す。 

東篭ノ登山に関する素材

 
 
質問と回答

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

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

す。 

赤牛岳に関する素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【富山県 立山連
峰】

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

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

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

す。 
 
 
富山県 立山連峰の素材

  
 
質問と回答

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

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県 木梚山】

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

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

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

す。 
 
 
富山県 木梚山の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県 木梚山】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県 立山 東一ノ越】

ハイビジョン フリー映像素材【富山県 立山 東一
ノ越】

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

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

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

す。 
 
 
富山県 立山 東一ノ越の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県 立山 東一ノ越】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県 雄山】

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

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

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

す。 
 
 
富山県 雄山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

す。 
 
 
富山県 大汝山の素材

 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【富山県 立山 富士
の折立】

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

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

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

す。 
 
 
富山県 立山 富士の折立の素材

 
 
質問と回答

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

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県 丸山】

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

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

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

す。 
 
 
富山県 丸山の素材

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【富山県 黒部別山
南峰】

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

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

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

す。 
 
 
富山県 黒部別山南峰の素材

    
 
質問と回答

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

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/...60i/mountain/kurobebessannanpou/index.html (2/2) [13/10/02 1:03:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蔵王連峰】

ハイビジョン フリー映像素材【蔵王連峰】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蔵王連峰の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【特殊（早回しな
ど）】

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

す。 

特殊（早回しなど）素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

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

す。 

山の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山】

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【上高地】

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

す。 

上高地の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【上高地】

     

     

     

     

   
 
質問と回答

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

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下高井郡山ノ内町 地獄谷温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下高井郡山
ノ内町 地獄谷温泉】

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

す。  
 

地獄谷温泉の素材（長野県下高井郡山ノ内町）

     

     

   
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【赤沢自然休養林
(赤沢美林)】

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

す。 

赤沢自然休養林(赤沢美林)の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤沢自然休養林(赤沢美林)】

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 奥蓼
科】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

長野県茅野市 奥蓼科の素材

     

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 原村自然文
化園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

長野県 原村自然文化園の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/haramura_shizenbunkaen/index.html (2/2) [13/10/02 1:08:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽：寝覚の床】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽：寝覚
の床】

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

す。  
 

長野県木曽：寝覚の床の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽：寝覚の床】

     

  
 
質問と回答

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

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

す。 
 
 
長野県 奈良井宿の素材

     

     

     

     

     

     

     

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

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

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

す。 
 
 
長野県 妻籠宿の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 妻籠宿】

     
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市：
大王わさび農場】

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

す。  
 

長野県安曇野市：大王わさび農場の素材

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 義仲館（よしなかやかた）】

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

す。  
 

義仲館の素材（長野県木曽郡木曽町）

   
 
質問と回答

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

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

す。 
 
 
長野県 高瀬峡の素材

     

  
 
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？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 高瀬峡】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：天竜船下り】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県：天竜船下
り】

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

す。 

長野県：天竜船下りの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：天竜船下り】

     

     

     

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県中津川市
(旧 長野県木曽郡山口村) 馬籠宿】

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

す。  
 

馬籠宿の素材（岐阜県中津川市(旧 長野県木曽郡山口村)）
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県中津川市(旧 長野県木曽郡山口村) 馬籠宿】

 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県中津川市 落
合の石畳】

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

す。  
 

落合の石畳の素材（岐阜県中津川市）

     

  
 
質問と回答

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

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

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

す。 
 
 
白川郷の素材

     

     

   
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【富山県：黒部ダ
ム】

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

す。 

富山県：黒部ダムの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県：黒部ダム】

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県 立山黒部アルペンルート】

ハイビジョン フリー映像素材【富山県 立山黒部ア
ルペンルート】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

富山県 立山黒部アルペンルートの素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【東京湾アクアライ
ン／海ほたるパーキングエリア】

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

す。 

東京湾アクアライン／海ほたるパーキングエリアの素材

     

     

     

    
 
質問と回答

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

 
【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県松島町：松島】

ハイビジョン フリー映像素材【宮城県松島町：松
島】

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

す。  
 

宮城県松島町：松島の素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県 びょうぶ
岩】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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 びょうぶ岩の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県甲府市 昇仙
峡】

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

す。  
 

山梨県甲府市 昇仙峡の素材

     

     

     

    
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県甲府市 昇仙峡】

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

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県白州町 尾白
川】

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

す。  
 

山梨県白州町 尾白川に関する素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県 本栖湖 富
士芝桜まつり】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

山梨県 本栖湖 富士芝桜まつりの素材

     

   
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/index.html (1/2) [13/10/02 1:17:00]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/sightseeing/shibazakuramatsuri/0008/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県 本栖湖 富士芝桜まつり】

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

ハイビジョン フリー映像素材【静岡県賀茂郡西伊
豆町 堂ヶ島】

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

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264圧縮)になっています。 

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

す。 

静岡県賀茂郡西伊豆町 堂ヶ島の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【静岡県賀茂郡西伊豆町 堂ヶ島】

 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【静岡県伊豆半島 黄
金崎】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

静岡県伊豆半島 黄金崎の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【静岡県 柿田川湧
水群】

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

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっていま

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

す。  
 

静岡県 柿田川湧水群の素材

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【福島県南会津郡下
郷町 大内宿】

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

す。  
 

福島県南会津郡下郷町 大内宿の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【岩手県 猊鼻渓[げ
いびけい]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岩手県 猊鼻渓[げいびけい]の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪　御柱
大祭】

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

す。 
 
 
長野県諏訪　御柱大祭の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

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

す。 

諏訪湖レガッタの素材

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 桟温
泉[かけはしおんせん]】

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

す。 
 
 
長野県木曽郡 桟温泉の素材

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

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 みど
り湖温泉】

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

す。 
 
 
長野県塩尻市 みどり湖温泉の素材

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

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 田川浦温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 田川
浦温泉】

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

す。 
 
 
長野県塩尻市 田川浦温泉の素材

     
 
質問と回答

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

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 浅間温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 浅間
温泉】

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

す。 
 
 
長野県松本市 浅間温泉の素材

     

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 浅間温泉】

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 崖の
湯温泉】

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

す。 
 
 
長野県松本市 崖の湯温泉の素材

     

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 崖の湯温泉】

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 高
ボッチ温泉】

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

す。 
 
 
長野県松本市 高ボッチ温泉の素材

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

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高原】

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

す。 

高原の素材

     

     

     

     

   
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高原】

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

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

す。 

美ヶ原高原の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【高ボッチ高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

高ボッチ高原の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【霧ヶ峰高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

霧ヶ峰高原の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【霧ヶ峰高原】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【霧ヶ峰高原高原：八島湿原】

ハイビジョン フリー映像素材【霧ヶ峰高原高原：
八島湿原】

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

す。 

霧ヶ峰高原高原：八島湿原の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【霧ヶ峰高原高原：八島湿原】

     

  
 
質問と回答

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

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

す。 

車山高原の素材

   
 
質問と回答

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

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

す。 

開田高原の素材

  
 
質問と回答

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

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

す。 

長野県 黒姫高原の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 志賀高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264圧縮)になっていま
す。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 志賀高原の素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 栂池高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 栂池高原の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【草原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

草原の素材

    
 
質問と回答

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

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

す。  
 

海の素材

     

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【海】

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

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県佐渡島 尖閣
湾】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、10～30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：尖閣湾の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県佐渡島 尖閣湾】

     

   
 
質問と回答

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

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

す。  
 

富山湾の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山湾】

  
 
質問と回答

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

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

す。  
 

東京湾の素材

     
 
質問と回答

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

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

す。  
 

駿河湾の素材

     

  
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【静岡県伊豆半島 今井浜海岸】

ハイビジョン フリー映像素材【静岡県伊豆半島 今
井浜海岸】

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

す。  
 

静岡県伊豆半島 今井浜海岸の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【静岡県伊豆半島 
城ヶ崎海岸】

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

す。  
 

静岡県伊豆半島 城ヶ崎海岸の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 

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

す。  
 

静岡県 恋人岬の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【愛知県 三河湾】

ハイビジョン フリー映像素材【愛知県 三河湾】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、10～30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：三河湾の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【愛知県 三河湾】

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

ハイビジョン フリー映像素材【愛知県田原市 伊良
湖岬】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264(70%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

愛知県田原市 伊良湖岬の素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【愛知県 師崎漁港】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、10～30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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 師崎漁港の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【千葉県：屏風ヶ浦】

ハイビジョン フリー映像素材【千葉県：屏風ヶ
浦】

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

す。  
 

千葉県：屏風ヶ浦の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【千葉県：屏風ヶ浦】

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

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県：翡翠海
岸】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：翡翠海岸の素材

     

     

     

     

 
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県：翡翠海岸】

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

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県：親不知海
岸】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

新潟県：親不知海岸の素材

     

     

  
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県：親不知海岸】

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

ハイビジョン フリー映像素材【福島県いわき市　
新舞子浜】

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

す。  
 

福島県いわき市　新舞子浜の素材

     

     

     
 
質問と回答

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

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/sea/fukushima/shinmaikohama/index.html (2/2) [13/10/02 1:33:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 磐城海岸】

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

す。  
 

福島県 磐城海岸の素材

     

     

    
 
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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 磐城海岸】

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県：松島港】

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

す。  
 

宮城県：松島港の素材

     

     

     

   
 
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？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県：松島港】

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

ハイビジョン フリー映像素材【宮城県：陸前港】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

宮城県：陸前港の素材

     

   
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県：陸前港】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【池】

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

す。 

池の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 姥ヶ
池】

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

す。 

長野県塩尻市 姥ヶ池の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 御射
鹿池】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 御射鹿池の素材

     

   
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/pond/nagano/chino/mishakaike/index.html (1/2) [13/10/02 1:35:25]

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


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 御射鹿池】

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

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

す。  
 

湖の素材

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

す。 
 
 
雨の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

す。 

雪の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【霜・樹氷・霧氷】

ハイビジョン フリー映像素材【霜・樹氷・霧氷】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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・樹氷・霧氷に関する素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【霜・樹氷・霧氷】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【霜・樹氷・霧氷】

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

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

す。  
 

霧／もやの素材

     

 
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水】

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

す。  
 

水の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 

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

す。 

氷／つららの素材

  
 
質問と回答

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

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

す。 

河／川の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【河／川】

     

   
 
質問と回答

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

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

す。 

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？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【天竜川】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【千曲川】

ハイビジョン フリー映像素材【千曲川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

千曲川の素材

     

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【千曲川】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井川】

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

す。 
 
 
長野県 奈良井川の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県朝日村：鎖
川】

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

す。 

長野県朝日村：鎖川の素材

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

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

す。 

小黒川

     

     

   
 
質問と回答

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

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薄川】

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

す。 

薄川

    
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 女鳥
羽川】

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

す。 
 
 
長野県松本市 女鳥羽川の素材

     

     

   
 
質問と回答

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

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/river/nagano/metobagawa/index.html (2/2) [13/10/02 1:41:47]



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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 横川】

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

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 横川の素材

     
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/river/nagano/yokogawa/index.html (1/2) [13/10/02 1:41:58]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 横川】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 犀川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 犀川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 犀川】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 高瀬川】

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

す。 
 
 
長野県 高瀬川の素材

     

     

   
 
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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 高瀬川】

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鹿島川】

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

す。 
 
 
長野県 鹿島川の素材

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

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

す。 
 
 
長野県 王滝川の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽川】

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

す。 

木曽川の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽川】

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下諏訪町 砥
川】

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

す。 
 
 
長野県下諏訪町 砥川の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下諏訪町 砥川】

質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 蘭
川】

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

す。 

長野県木曽郡 蘭川の素材

     

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 蘭川】

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡富士
見町 釜無川】

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

す。  
 

長野県諏訪郡富士見町 釜無川の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/river/nagano/kamanashigawa/index.html (2/2) [13/10/02 1:45:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 上川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市 上
川】

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

す。 
 
 
長野県諏訪市 上川の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

す。  
 

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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梓川】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 黒川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 黒
川】

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

す。 
 
 
長野県木曽郡 黒川の素材

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

【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/HD/60i/water/river/nagano/kurokawa/index.html (2/2) [13/10/02 1:45:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 末川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 末
川】

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

す。 
 
 
長野県木曽郡 末川の素材

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/river/nagano/suekawa/index.html (1/2) [13/10/02 1:46:01]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 末川】

【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/HD/60i/water/river/nagano/suekawa/index.html (2/2) [13/10/02 1:46:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【伊奈川】

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

す。 

伊奈川の素材

     

     

    
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/river/nagano/inagawa/index.html (1/2) [13/10/02 1:46:25]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【伊奈川】

【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/HD/60i/water/river/nagano/inagawa/index.html (2/2) [13/10/02 1:46:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 西洞川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 西洞
川】

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

す。 
 
 
長野県木曽郡 西洞川の素材

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/river/nagano/nishihoragawa/index.html (1/2) [13/10/02 1:46:39]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 西洞川】

【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/HD/60i/water/river/nagano/nishihoragawa/index.html (2/2) [13/10/02 1:46:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県駒ヶ根市 大
田切川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

長野県駒ヶ根市 大田切川の素材

     

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/river/nagano/outagirigawa/index.html (1/2) [13/10/02 1:46:56]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切川】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/river/nagano/outagirigawa/index.html (2/2) [13/10/02 1:46:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 落合川】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 落合川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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 落合川の素材

     

     
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/river/gifu/ochiaigawa/index.html (1/2) [13/10/02 1:47:12]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 落合川】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/river/gifu/ochiaigawa/index.html (2/2) [13/10/02 1:47:12]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 大武川】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県北杜市 大武
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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 大武川に関する素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【山梨県 釜無川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

山梨県 釜無川に関する素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【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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【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 諏訪湖】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖 御神渡(おみわたり)】

ハイビジョン フリー映像素材【諏訪湖 御神渡(お
みわたり)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。ただし、夜撮
影されたものに関しては撮影モードの関係でフレームレートが異なっている場合があります。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

諏訪湖 御神渡(おみわたり)の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖 御神渡(おみわたり)】

   
 
質問と回答

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

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

す。  
 

女神湖の素材

     

  
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 みど
り湖】

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

す。  
 

みどり湖の素材（長野県塩尻市）
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖】

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

す。  
 

奥木曽湖の素材（長野県木曽）

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

す。 
 
 
長野県 御岳湖の素材

    
 
質問と回答

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

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

す。 

白樺湖の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 青木
湖】

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

す。  
 

青木湖の素材（長野県大町市）

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 中綱
湖】

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

す。  
 

中綱湖の素材（長野県大町市）

     

   
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 木崎
湖】

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

す。  
 

木崎湖の素材（長野県大町市）

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上水内郡信
濃町 野尻湖】

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

す。  
 

野尻湖の素材（長野県上水内郡信濃町）
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡信濃町 野尻湖】

 
 
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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 沓沢湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 沓沢
湖】

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

す。  
 

沓沢湖の素材（長野県塩尻市）
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 沓沢湖】

     

 
 
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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 美鈴
湖】

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

す。  
 

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/lake/nagano/misuzuko/index.html (1/2) [13/10/02 1:54:06]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖】

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 梓
湖】

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

す。  
 

長野県松本市 梓湖の素材

 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡小
海町　松原湖】

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

す。  
 

長野県南佐久郡小海町　松原湖の素材

     

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/lake/nagano/matsubarako/index.html (1/2) [13/10/02 1:54:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町　松原湖】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/lake/nagano/matsubarako/index.html (2/2) [13/10/02 1:54:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡山中湖村 山中湖】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県南都留郡山
中湖村 山中湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

山梨県南都留郡山中湖村 山中湖に関する素材

     

     

     

     
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/lake/yamanashi/yamanakako/index.html (1/2) [13/10/02 1:54:51]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡山中湖村 山中湖】

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

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県南都留郡富
士河口湖町 本栖湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264(80%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

山梨県南都留郡富士河口湖町 本栖湖に関する素材

     

    
 
質問と回答

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

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/lake/yamanashi/motosuko/index.html (2/2) [13/10/02 1:55:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡富士河口湖町 河口湖】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県南都留郡富
士河口湖町 河口湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264(80%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

山梨県南都留郡富士河口湖町 河口湖に関する素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

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

【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/lake/yamanashi/kawaguchiko/index.html (2/2) [13/10/02 1:55:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡富士河口湖町 精進湖】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県南都留郡富
士河口湖町 精進湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264(80%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

山梨県南都留郡富士河口湖町 精進湖に関する素材

   
 
質問と回答

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

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/lake/yamanashi/syoujiko/index.html (2/2) [13/10/02 1:55:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡富士河口湖町 西湖】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県南都留郡富
士河口湖町 西湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

山梨県南都留郡富士河口湖町 西湖に関する素材

     

     

    
 
質問と回答

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

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/water/lake/yamanashi/saiko/index.html (2/2) [13/10/02 1:55:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 高根乗鞍湖】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 高根乗鞍
湖】

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

す。  
 

岐阜県 高根乗鞍湖の素材

     

     

   
 
質問と回答

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

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

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

す。  
 

福島県 猪苗代湖の素材

     

     

    
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/water/lake/fukushima/inawashiroko/index.html (1/2) [13/10/02 1:56:37]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 猪苗代湖】

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県高森町 不動
滝】

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

す。 

長野県高森町 不動滝の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 多留
姫の滝（樽姫の滝)】

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

す。 

長野県茅野市 多留姫の滝（樽姫の滝)の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 王
滝】

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

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

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

す。  
 

長野県茅野市 王滝の素材

     

 
 
質問と回答

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

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/waterfall/nagano/outaki/index.html (2/2) [13/10/02 1:57:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 乙女滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 乙女
滝】

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

す。 

長野県茅野市 乙女滝の素材

     

  
 
質問と回答

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/waterfall/nagano/otomedaki/index.html (2/2) [13/10/02 1:57:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白糸の滝】

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

す。  
 

白糸の滝の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽 唐沢の
滝】

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

す。 
 
 
長野県木曽 唐沢の滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 唐沢の滝】

質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 小野の滝】

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

す。 

長野県木曽郡上松町 小野の滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 小野の滝】

質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【清滝（御岳の
滝）】

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

す。  
 

清滝（御岳の滝）の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

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

す。  
 

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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【八ヶ岳南麓高原湧水群】

ハイビジョン フリー映像素材【八ヶ岳南麓高原湧
水群】

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

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

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

す。  
 

八ヶ岳南麓高原湧水群の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県：阿寺渓
谷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264 (80%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県：阿寺渓谷の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：阿寺渓谷】

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県：横川渓
谷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264 (80%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県：横川渓谷の素材

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【長野県：横谷渓
谷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264 (80%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県：横谷渓谷の素材

 
 
質問と回答

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

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：久米路峡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県：久米路
峡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264 (80%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県：久米路峡の素材

     

    
 
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？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：久米路峡】

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

ハイビジョン フリー映像素材【富山県：黒部峡谷
／立山】

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

す。 

富山県：黒部峡谷／立山の素材

     

     

     

   
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県：黒部峡谷／立山】

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

ハイビジョン フリー映像素材【ひまわり／向日
葵】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

ひまわり／向日葵の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ひまわり／向日葵】

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【コスモス／秋桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

コスモス／秋桜の素材

     

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コスモス／秋桜】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/cosmos/index.html (2/2) [13/10/02 2:05:22]

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


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マリーゴールド／孔雀草】

ハイビジョン フリー映像素材【マリーゴールド／
孔雀草】

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

す。 

マリーゴールド／孔雀草の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【芍薬／シャクヤ
ク】

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

す。 

芍薬／シャクヤクの素材

     
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【マツバギク／松葉
菊】

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

す。 

マツバギク／松葉菊の素材

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【桜（さくら）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（さくら）の素材
>>次のページへ 

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/sakura/index.html (1/3) [13/10/02 2:07:33]

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


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（さくら）】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/sakura/index.html (2/3) [13/10/02 2:07:33]

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


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（さくら）】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（ようこう）】

ハイビジョン フリー映像素材【桜（ようこう）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（ようこう）の素材

  
 
質問と回答

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

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（しょうげつ）の素材

    
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【桜（鬱金桜[うこ
んざくら]）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（鬱金桜[うこんざくら]）の素材

     

   
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【桜（しだれ桜）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（しだれ桜）の素材

 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【桜（染井吉野[そ
めいよしの]）】

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

す。 

桜（染井吉野[そめいよしの]）の素材

    
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【桜（大山桜[おお
やまざくら]）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（大山桜[おおやまざくら]）の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【桜（しろたえ）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（しろたえ）の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（兼六園菊桜[けんろくえんきくざくら]）】

ハイビジョン フリー映像素材【桜（兼六園菊桜
[けんろくえんきくざくら]）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（兼六園菊桜[けんろくえんきくざくら]）の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（兼六園菊桜[けんろくえんきくざくら]）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（紅豊[べにゆたか]）】

ハイビジョン フリー映像素材【桜（紅豊[べにゆ
たか]）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（紅豊[べにゆたか]）の素材

     
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【桜（片丘桜[カタ
オカザクラ]）】

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

す。 

桜（片丘桜[カタオカザクラ]）の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/sakura/kataokazakura/index.html (1/2) [13/10/02 2:09:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（片丘桜[カタオカザクラ]）】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/sakura/kataokazakura/index.html (2/2) [13/10/02 2:09:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（江戸彼岸桜）】

ハイビジョン フリー映像素材【桜（江戸彼岸
桜）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（江戸彼岸桜）の素材

     

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/sakura/edohiganzakura/index.html (1/2) [13/10/02 2:10:08]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（江戸彼岸桜）】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/sakura/edohiganzakura/index.html (2/2) [13/10/02 2:10:08]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山桜】

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

す。 

山桜の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/sakura/yamazakura/index.html [13/10/02 2:10:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【八重桜】

ハイビジョン フリー映像素材【八重桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

八重桜の素材

    
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【桜（山梨県 釜無
川）】

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

す。 

桜（山梨県 釜無川）の素材

     

   
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/sakura/yamanashi/kamanashigawa/index.html (1/2) [13/10/02 2:10:59]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（山梨県 釜無川）】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/sakura/yamanashi/kamanashigawa/index.html (2/2) [13/10/02 2:10:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪と桜】

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

す。 

雪と桜の素材

     

     

    
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/sakura/snow/index.html (1/2) [13/10/02 2:11:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪と桜】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/sakura/snow/index.html (2/2) [13/10/02 2:11:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅】

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

す。 
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　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【菜の花】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

菜の花の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【菜の花】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梅】

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

す。 

梅の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梅】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梅】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃／ピーチ】

ハイビジョン フリー映像素材【桃／ピーチ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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／ピーチの素材

     

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/peach/index.html (1/2) [13/10/02 2:16:55]

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


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃／ピーチ】

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

ハイビジョン フリー映像素材【蕎麦（そば）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264圧縮)になっていま
す。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

蕎麦（そば）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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/index.html (2/3) [13/10/02 2:17:59]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0051/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0052/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0053/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0054/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0055/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0056/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0057/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0058/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0059/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0060/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0061/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0062/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0063/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0064/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0065/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0066/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0067/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0068/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/soba/0069/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕎麦（そば）】

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

ハイビジョン フリー映像素材【福寿草】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福寿草】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【ねこやなぎ／猫
柳】

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

す。 

ねこやなぎ／猫柳の素材

     

   
 
質問と回答

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

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

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

す。 

水芭蕉の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水芭蕉】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【座禅草／達磨草】

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

す。 

座禅草／達磨草の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【座禅草／達磨草】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/zazensou/index.html (2/2) [13/10/02 2:22:17]

http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芝桜】

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

す。 

芝桜の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芝桜】

     

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【蒲公英／たんぽ
ぽ】

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

す。 

蒲公英／たんぽぽの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蒲公英／たんぽぽ】

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

す。 

木蓮／モクレンの素材

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

す。 

水仙／スイセンの素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

す。 

椿／ツバキの素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/index.html (1/2) [13/10/02 2:25:26]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/tsubaki/0025/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【椿／ツバキ】

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

ハイビジョン フリー映像素材【ヒメオドリコソ
ウ】

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

す。 

ヒメオドリコソウの素材

     

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒメオドリコソウ】

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

ハイビジョン フリー映像素材【オオイヌノフグ
リ】

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

す。 

オオイヌノフグリの素材

     

     

   
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【雪柳／ユキヤナ
ギ】

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

す。 

雪柳／ユキヤナギの素材

     

     

     

     
 
質問と回答

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

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【二輪草】

ハイビジョン フリー映像素材【二輪草】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

二輪草の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【二輪草】

  
 
質問と回答

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

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

す。 

チューリップの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【チューリップ】

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白詰草】

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

す。 

白詰草の素材

   
 
質問と回答

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

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

す。 

赤詰草の素材

     
 
質問と回答

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

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

す。 

トリカブトの素材

 
 
質問と回答

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

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

す。 

バラ／薔薇の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【バラ／薔薇：「信
州伊那高遠しんわの丘ローズガーデンバラまつ
り」】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264(80%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

バラ／薔薇：「信州伊那高遠しんわの丘ローズガーデンバラまつり」の素
材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バラ／薔薇：「信州伊那高遠しんわの丘ローズガーデンバラまつり」】

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【泡立草】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

泡立草の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【ぼたん／牡丹】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEGまたはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

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

す。 

藤の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

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

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【九輪草／くりんそう】

ハイビジョン フリー映像素材【九輪草／くりんそ
う】

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

す。 

九輪草／くりんそうの素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【九輪草／くりんそう】

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

ハイビジョン フリー映像素材【しゃくなげ／石楠
花】

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

す。 

しゃくなげ／石楠花の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【しゃくなげ／石楠花】

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【著莪／しゃが／胡
蝶花】

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

す。 

著莪／しゃが／胡蝶花の素材

     

     

     
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【あやめ／菖蒲／
ジャーマンアイリス】

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

す。 

あやめ／菖蒲／ジャーマンアイリスに関する素材

     

     

     

  
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【蓮華草／れんげ
草】

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

す。  
 

蓮華草／れんげ草の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

す。 

あけぼのふうろの素材

     

  
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アカシア／ニセアカシア】

ハイビジョン フリー映像素材【アカシア／ニセア
カシア】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アカシア／ニセアカシア】

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

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

す。 

やまぶき／山吹の素材

     
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【ハス／蓮】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264圧縮)になっていま
す。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ハス／蓮の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

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

す。 

河骨／コウホネの素材

    
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【釣鐘草／ツリガネ
ソウ】

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

す。 

釣鐘草／ツリガネソウの素材

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

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

す。 

ラベンダーの素材

     

 
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/lavender/index.html (2/2) [13/10/02 2:37:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ゆり／百合】

ハイビジョン フリー映像素材【ゆり／百合】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ゆり／百合の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ゆり／百合】

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

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

す。 

エキナセアの素材

 
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/echinacea/index.html [13/10/02 2:38:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヘメロカリス】

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

す。 

ヘメロカリスの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/hemerocaris/index.html [13/10/02 2:38:33]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【リアトリス】

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

す。 

フロックスの素材

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/liatris/index.html [13/10/02 2:38:43]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フロックス】

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

す。 

フロックスの素材

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/phlox/index.html [13/10/02 2:38:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ストケシア】

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

す。 

フロックスの素材

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/stokeshia/index.html [13/10/02 2:39:04]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トリトマ】

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

す。 

フロックスの素材

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/toritoma/index.html [13/10/02 2:39:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ひるがお／昼顔】

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

す。 

ひるがお／昼顔の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/hirugao/index.html [13/10/02 2:39:26]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鶏頭／ケイトウ】

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

す。 

鶏頭／ケイトウの素材

     

     

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/keitou/index.html (1/2) [13/10/02 2:39:46]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鶏頭／ケイトウ】

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アザミ／薊】

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

す。 

アザミ／薊に関する素材

  
 
質問と回答

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

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

す。 
 
 
節分草の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【片栗／カタクリ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリー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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カリン／花梨】

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

す。 

カリン／花梨の素材

     

  
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マルメロ】

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

す。 

マルメロの素材

     

     

     

  
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/marumero/index.html (1/2) [13/10/02 2:41:32]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マルメロ】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/marumero/index.html (2/2) [13/10/02 2:41:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レンギョウ】

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

す。  
 

レンギョウの素材

 
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/rengyo/index.html [13/10/02 2:41:45]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【春蘭】

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

す。 

春蘭の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/syunran/index.html [13/10/02 2:41:57]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野原アザミ】

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

す。 

野原アザミの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/noharaazami/index.html [13/10/02 2:42:09]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ニッコウキスゲ/日光黄菅】

ハイビジョン フリー映像素材【ニッコウキスゲ/
日光黄菅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ニッコウキスゲ/日光黄菅の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/nikkoukisuge/index.html (1/2) [13/10/02 2:42:36]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ニッコウキスゲ/日光黄菅】

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/nikkoukisuge/index.html (2/2) [13/10/02 2:42:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【シシウド】

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

す。 

シシウドの素材

     

   
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/shishiudo/index.html (2/2) [13/10/02 2:42:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウツボグサ】

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

す。 

ウツボグサの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/utsubogusa/index.html [13/10/02 2:43:04]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハナチダケサシ】

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

す。 

ハナチダケサシの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/hanachidakesashi/index.html [13/10/02 2:43:16]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハクサンフウロ】

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

す。 

ハクサンフウロの素材

 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【キバナノヤマオダ
マキ】

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

す。 

キバナノヤマオダマキの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/kibananoyamaodamaki/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キバナノヤマオダマキ】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キンバイソウ】

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

す。 

キンバイソウの素材

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

ハイビジョン フリー映像素材【アカバナシモツケ
ソウ】

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

す。 

アカバナシモツケソウの素材

     

 
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アカバナシモツケソウ】

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

ハイビジョン フリー映像素材【蝦夷河原撫子／エ
ゾカワラナデシコ】

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

す。 

蝦夷河原撫子／エゾカワラナデシコの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝦夷河原撫子／エゾカワラナデシコ】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小鬼百合／コオニユリ】

ハイビジョン フリー映像素材【小鬼百合／コオニ
ユリ】

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

す。 

小鬼百合／コオニユリの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小鬼百合／コオニユリ】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野あざみ】

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

す。 

野あざみの素材

  
 
質問と回答

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

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

す。 

ノリウツギの素材

 
 
質問と回答

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

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

す。 

アマニュウの素材

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

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

す。 

ヨツバヒヨドリの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤエキンポウゲ／八重金鳳花】

ハイビジョン フリー映像素材【ヤエキンポウゲ／
八重金鳳花】

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

す。 

ヤエキンポウゲ／八重金鳳花の素材

     

  
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤエキンポウゲ／八重金鳳花】

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

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

す。 

オダマキ／苧環の素材

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【すずらん／スズラ
ン／鈴蘭】

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

す。 

すずらん／スズラン／鈴蘭の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【西洋すずらん／西
洋スズラン／西洋鈴蘭】

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

す。 

西洋すずらん／西洋スズラン／西洋鈴蘭の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/suzuran/seiyou/index.html (1/2) [13/10/02 2:46:12]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西洋すずらん／西洋スズラン／西洋鈴蘭】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オニシオガマ】

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

す。 

オニシオガマの素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【サラシナショウ
マ】

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

す。 

サラシナショウマの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/sasrashinashouma/index.html (1/2) [13/10/02 2:46:39]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白根ニンジン】

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

す。 

白根ニンジンの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/shirane_ninjin/index.html [13/10/02 2:46:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【タテヤマリンドウ】

ハイビジョン フリー映像素材【タテヤマリンド
ウ】

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

す。 

タテヤマリンドウの素材

   
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/tateyamarindou/index.html (1/2) [13/10/02 2:47:07]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ワタスケ】

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

す。 

ワタスケの素材

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【ミヤマキンポウ
ゲ】

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

す。 

ミヤマキンポウゲの素材

 
 
質問と回答

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

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

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 

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

す。  
 

蘭／ランの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ran/index.html (1/2) [13/10/02 2:47:50]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蘭／ラン】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［藍姫］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［藍姫］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［藍姫］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/aihime/index.html (1/2) [13/10/02 2:48:02]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［甘茶］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［甘茶］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［甘茶］の素材

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［天城甘茶］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［天城甘茶］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/amagiamacha/index.html (1/2) [13/10/02 2:48:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［アナベル］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［アナベル］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［アナベル］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/anaberu/index.html (1/2) [13/10/02 2:48:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［アリラン］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［アリラン］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［アリラン］の素材

     

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/ariran/index.html (1/2) [13/10/02 2:48:27]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［アリラン］】

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［紅ガクあじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［紅ガクあじさい］の素材

     
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［紅錦］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［紅錦］の素材

    
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ビブレイ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ビブレイ］の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ブルーフレッシュ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ブルーフレッシュ］の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ブルーキング］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ブルーキング］の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ドンブルー］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ドンブルー］の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［エンドレスサマー］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［エンドレスサマー］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/endless_summer/index.html (1/2) [13/10/02 2:49:12]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［エンドレスサマー］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［フェアリー アイ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［フェアリー アイ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［フェアリー アイ］の素材

     
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［フラウ クミコ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［フラウ クミコ］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/frau_kumiko/index.html (1/2) [13/10/02 2:49:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［フラウ クミコ］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［フラウ スミコ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［フラウ スミコ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［フラウ スミコ］の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［富士の滝］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［富士の滝］の素材

     
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［額あじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［額あじさい］の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［グレー］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［グレー］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/gray/index.html (1/2) [13/10/02 2:49:56]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グレー］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/gray/index.html (2/2) [13/10/02 2:49:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーンあじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［グリーンあじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［グリーンあじさい］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/green_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:50:06]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーンあじさい］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/green_ajisai/index.html (2/2) [13/10/02 2:50:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーングローブ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［グリーングローブ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［グリーングローブ］の素材

     

  
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/green_globe/index.html (1/2) [13/10/02 2:50:16]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーングローブ］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/green_globe/index.html (2/2) [13/10/02 2:50:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーンシャドー］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［グリーンシャドー］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［グリーンシャドー］の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/green_shadow/index.html (1/2) [13/10/02 2:50:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーンシャドー］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ヘイズスターベスト］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ヘイズスターベスト］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ヘイズスターベスト］の素材

     

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/Hayes_star_best/index.html (1/2) [13/10/02 2:50:41]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ヘイズスターベスト］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/Hayes_star_best/index.html (2/2) [13/10/02 2:50:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［姫あじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［姫あじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［姫あじさい］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/hime_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:50:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［姫あじさい］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［姫紅額あじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［姫紅額あじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［姫紅額あじさい］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/himebenigaku_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:51:05]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［姫紅額あじさい］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/himebenigaku_ajisai/index.html (2/2) [13/10/02 2:51:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホベラ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ホベラ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ホベラ］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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/hobera/index.html (1/2) [13/10/02 2:51:18]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホベラ］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/hobera/index.html (2/2) [13/10/02 2:51:18]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［インテグリフォリア (中国産)］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［インテグリフォリア (中国産)］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［インテグリフォリア (中国産)］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/integuriforia/index.html (1/2) [13/10/02 2:51:31]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［インテグリフォリア (中国産)］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/integuriforia/index.html (2/2) [13/10/02 2:51:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［伊予の青絣］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［伊予の青絣］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［伊予の青絣］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/iyonoseihou/index.html (1/2) [13/10/02 2:51:42]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［伊予の青絣］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/iyonoseihou/index.html (2/2) [13/10/02 2:51:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［伊予の薄墨］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［伊予の薄墨］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［伊予の薄墨］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/iyonousuzumi/index.html (1/2) [13/10/02 2:51:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［伊予の薄墨］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/iyonousuzumi/index.html (2/2) [13/10/02 2:51:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ジャパーニュ　ミカコ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ジャパーニュ　ミカコ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ジャパーニュ　ミカコ］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/jyapanu_mikako/index.html (1/2) [13/10/02 2:52:09]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ジャパーニュ　ミカコ］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/jyapanu_mikako/index.html (2/2) [13/10/02 2:52:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［城ヶ崎］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［城ヶ崎］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［城ヶ崎］の素材

     

   
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/jyougasaki/index.html (1/2) [13/10/02 2:52:24]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［城ヶ崎］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/jyougasaki/index.html (2/2) [13/10/02 2:52:24]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［常山］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［常山］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［常山］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/jyouzan/index.html (1/2) [13/10/02 2:52:38]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［常山］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［柏葉あじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［柏葉あじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［柏葉あじさい］の素材

     

    
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/kashiwaba_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:52:56]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［柏葉あじさい］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/kashiwaba_ajisai/index.html (2/2) [13/10/02 2:52:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［金玲］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［金玲］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［金玲］の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/kinrei/index.html (1/2) [13/10/02 2:53:08]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［金玲］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［清澄沢］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［清澄沢］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［清澄沢］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/kiyosumizawa/index.html (1/2) [13/10/02 2:53:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［清澄沢］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［胡蝶の舞］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［胡蝶の舞］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［胡蝶の舞］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/kochounomai/index.html (1/2) [13/10/02 2:53:33]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［胡蝶の舞］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/kochounomai/index.html (2/2) [13/10/02 2:53:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［黒姫］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［黒姫］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［黒姫］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/kurohime/index.html (1/2) [13/10/02 2:53:45]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［黒姫］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/kurohime/index.html (2/2) [13/10/02 2:53:45]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［江冠雪］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［江冠雪］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［江冠雪］の素材

     

    
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/koukansetsu/index.html (1/2) [13/10/02 2:54:02]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［江冠雪］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/koukansetsu/index.html (2/2) [13/10/02 2:54:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［紅(くれない)］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［紅(くれない)］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［紅(くれない)］の素材

     

  
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/kurenai/index.html (1/2) [13/10/02 2:54:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［紅(くれない)］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/kurenai/index.html (2/2) [13/10/02 2:54:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［斑入りあじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［斑入りあじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［斑入りあじさい］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/madarairi_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:54:32]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［斑入りあじさい］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/madarairi_ajisai/index.html (2/2) [13/10/02 2:54:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［斑入り城ヶ崎］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［斑入り城ヶ崎］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［斑入り城ヶ崎］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/madarairijyoiugasaki/index.html (1/2) [13/10/02 2:54:44]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［斑入り城ヶ崎］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ミカコ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ミカコ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ミカコ］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/mikako/index.html (1/2) [13/10/02 2:54:57]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ミカコ］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［未来］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［未来］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［未来］の素材

    
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ミセス ヘップバーン］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ミセス ヘップバーン］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/mrs_Hepburn/index.html (1/2) [13/10/02 2:55:22]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ミセス ヘップバーン］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［武蔵野］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［武蔵野］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［武蔵野］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/musashino/index.html (1/2) [13/10/02 2:55:36]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/musashino/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/musashino/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/musashino/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/musashino/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［武蔵野］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［日本あじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［日本あじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［日本あじさい］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/nihon_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:55:49]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［日本あじさい］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［虹］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［虹］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［虹］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/niji/index.html (1/2) [13/10/02 2:56:02]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［虹］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［奥多摩こあじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［奥多摩こあじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［奥多摩こあじさい］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/okutama_koajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:56:15]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/okutama_koajisai/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/okutama_koajisai/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［奥多摩こあじさい］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/okutama_koajisai/index.html (2/2) [13/10/02 2:56:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［大紅］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［大紅］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［大紅］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/ookurenai/index.html (1/2) [13/10/02 2:56:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［大紅］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/ookurenai/index.html (2/2) [13/10/02 2:56:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［大虹］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［大虹］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［大虹］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/ooniji/index.html (1/2) [13/10/02 2:56:41]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［大虹］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［パッションブルー］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［パッションブルー］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［パッションブルー］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/passion_blue/index.html (1/2) [13/10/02 2:56:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［パッションブルー］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［パッションピンク］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［パッションピンク］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［パッションピンク］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/passion_pink/index.html (1/2) [13/10/02 2:57:06]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/passion_pink/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/passion_pink/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/passion_pink/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［パッションピンク］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ラーバ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ラーバ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ラーバ］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/raba/index.html (1/2) [13/10/02 2:57:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ラーバ］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［鹿鳴館］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［鹿鳴館］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［鹿鳴館］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/rokumeikan/index.html (1/2) [13/10/02 2:57:33]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［鹿鳴館］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［笹の舞］】

笹の舞 

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［笹の舞］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［笹の舞］の素材

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/sasanomai/index.html (1/2) [13/10/02 2:57:46]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［笹の舞］】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ビブレイ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ビブレイ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ビブレイ］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/seiyou_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:57:58]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/seiyou_ajisai/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/seiyou_ajisai/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/seiyou_ajisai/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ビブレイ］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［石化八重黒軸］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［石化八重黒軸］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［石化八重黒軸］の素材

     

  
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/sekikayaekurojiku/index.html (1/2) [13/10/02 2:58:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［石化八重黒軸］】

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

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［セリーナ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［セリーナ］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/serina/index.html (1/2) [13/10/02 2:58:26]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［セリーナ］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［セルマ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［セルマ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［セルマ］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/seruma/index.html (1/2) [13/10/02 2:58:39]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［セルマ］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［七段花］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［七段花］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［七段花］の素材

     

 
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/shichidanka/index.html (1/2) [13/10/02 2:58:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［七段花］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/shichidanka/index.html (2/2) [13/10/02 2:58:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［シエラ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［シエラ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［シエラ］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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/shiera/index.html (1/2) [13/10/02 2:59:09]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［シエラ］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/shiera/index.html (2/2) [13/10/02 2:59:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［白富士］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［白富士］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［白富士］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/shirafuji/index.html (1/2) [13/10/02 2:59:22]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［白富士］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/shirafuji/index.html (2/2) [13/10/02 2:59:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［白額あじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［白額あじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［白額あじさい］の素材

     

    
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/shirogaku_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 2:59:40]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［白額あじさい］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/shirogaku_ajisai/index.html (2/2) [13/10/02 2:59:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ソラヤ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ソラヤ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ソラヤ］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/soraya/index.html (1/2) [13/10/02 2:59:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ソラヤ］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/soraya/index.html (2/2) [13/10/02 2:59:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［サンセット］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［サンセット］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［サンセット］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/sunset/index.html (1/2) [13/10/02 3:00:06]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［サンセット］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/sunset/index.html (2/2) [13/10/02 3:00:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［トカラあじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［トカラあじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［トカラあじさい］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/tokara_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 3:00:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［トカラあじさい］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/tokara_ajisai/index.html (2/2) [13/10/02 3:00:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［土佐緑風］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［土佐緑風］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［土佐緑風］の素材

     

  
 
質問と回答

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/tosaryokufu/index.html (1/2) [13/10/02 3:00:35]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［土佐緑風］】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/tosaryokufu/index.html (2/2) [13/10/02 3:00:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ツクバ］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ツクバ］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ツクバ］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/tsukuba/index.html (1/2) [13/10/02 3:00:49]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ツクバ］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/tsukuba/index.html (2/2) [13/10/02 3:00:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［剣が舞］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［剣が舞］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［剣が舞］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/tsurugigamai/index.html (1/2) [13/10/02 3:01:01]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［剣が舞］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/tsurugigamai/index.html (2/2) [13/10/02 3:01:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［うずあじさい］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［うずあじさい］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［うずあじさい］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/uzu_ajisai/index.html (1/2) [13/10/02 3:01:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［うずあじさい］】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホワイトダイアモンド］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ホワイトダイアモンド］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ホワイトダイアモンド］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/white_diamond/index.html (1/2) [13/10/02 3:01:27]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホワイトダイアモンド］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/white_diamond/index.html (2/2) [13/10/02 3:01:27]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホワイトシュガー］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［ホワイトシュガー］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［ホワイトシュガー］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/white_sugar/index.html (1/2) [13/10/02 3:01:39]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホワイトシュガー］】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flower/ajisai/white_sugar/index.html (2/2) [13/10/02 3:01:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［八重咲］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［八重咲］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［八重咲］の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/yaesaki/index.html (1/2) [13/10/02 3:01:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［八重咲甘茶］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［八重咲甘茶］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［八重咲甘茶］の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/yaezakiamacha/index.html (1/2) [13/10/02 3:02:04]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［八重咲蝦夷あじさい -綾-］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［八重咲蝦夷あじさい -綾-］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［八重咲蝦夷あじさい -綾-］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/yaezakiezoajisai_aya/index.html (1/2) [13/10/02 3:02:16]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［雪さらし］】

ハイビジョン フリー映像素材【あじさい／紫陽
花：種類［雪さらし］】

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

す。 

あじさい／紫陽花：種類［雪さらし］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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/ajisai/yukisarashi/index.html (1/2) [13/10/02 3:02:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0001】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0001】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flower/unknown0001/index.html [13/10/02 3:02:43]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0002】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0002】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0003】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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0003の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【花 (一般)】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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 (一般)の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花 (一般)】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材【こごみ／クサソテ
ツ／草蘇鉄】

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

す。 

こごみ／クサソテツ／草蘇鉄の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮／H.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

フキ／蕗／フキノトウの素材

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

す。 

わさび／山葵の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【わさび／山葵】

     

    
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【土筆／つくし】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/plant/tsukushi/index.html (1/2) [13/10/02 3:06:36]

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


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

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

す。  
 

シダの素材

 
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【ウド／独活／シシ
ウド／猪独活】

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

す。 

ウド／独活／シシウド／猪独活の素材

  
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【たばこ／タバコ／
煙草】

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

す。 

たばこ／タバコ／煙草の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【ねこじゃらし／狗
尾草（えのころぐさ）】

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

す。  
 

ねこじゃらし／狗尾草（えのころぐさ）の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/plant/nekojyarashi/index.html (1/2) [13/10/02 3:07:26]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/plant/nekojyarashi/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねこじゃらし／狗尾草（えのころぐさ）】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/plant/nekojyarashi/index.html (2/2) [13/10/02 3:07:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒエ／稗】

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

す。 

ヒエ／稗の素材

     

 
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/plant/hie/index.html (2/2) [13/10/02 3:07:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヨモギ／蓬】

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

す。 

ヨモギ／蓬の素材

   
 
質問と回答

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

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

す。 

紫蘇／大葉に関する素材

     

     

  
 
質問と回答

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

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ほうき／箒】

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

す。 

ほうき／箒の素材

     

 
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【いわがらみ】

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

す。 

いわがらみの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/plant/iwagarami/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/plant/iwagarami/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ぜんまい】

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

す。 

ぜんまいの素材

  
 
質問と回答

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

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

す。 

あかざの素材

  
 
質問と回答

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

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

す。 

碇草の素材

     
 
質問と回答

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

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

す。 

行者ニンニクの素材

     
 
質問と回答

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

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

す。  
 

植物の素材

   
 
質問と回答

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

ハイビジョン フリー映像素材【紅葉／山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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／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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紅葉／山】

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

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

す。 

楓／紅葉[赤]の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【楓／紅葉[赤]】

     

     

     

     
 
質問と回答

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

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

す。 

楓／紅葉[黄]の素材

     

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【楓／紅葉[黄]】

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

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

す。 

楓／紅葉[緑]の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

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

す。 

楓／紅葉[夜]の素材

     

 
 
質問と回答

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

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紅葉／葉】

ハイビジョン フリー映像素材【紅葉／葉】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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／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？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紅葉／葉】

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

ハイビジョン フリー映像素材【秋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

秋の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【秋】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【リンゴ／林檎】

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

す。 
 
 
リンゴ／林檎の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

ハイビジョン フリー映像素材【葡萄／ぶどう】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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／ぶどうの素材

 
 
質問と回答

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

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

す。 
 
 
柿の素材

     

     

   
 
質問と回答

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

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ざくろ／ザクロ／柘榴／石榴】

ハイビジョン フリー映像素材【ざくろ／ザクロ／
柘榴／石榴】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ざくろ／ザクロ／柘榴／石榴の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ざくろ／ザクロ／柘榴／石榴】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【胡桃／くるみ】

ハイビジョン フリー映像素材【胡桃／くるみ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

胡桃／くるみの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【なし／梨】

ハイビジョン フリー映像素材【なし／梨】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
なし／梨の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【洋梨／洋なし】

ハイビジョン フリー映像素材【洋梨／洋なし】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

洋梨／洋なしの素材

     

     

 
 
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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【洋梨／洋なし】

【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【いちじく／無花果】

ハイビジョン フリー映像素材【いちじく／無花
果】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

いちじく／無花果に関する素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【いちじく／無花果】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【果物／果実】

ハイビジョン フリー映像素材【果物／果実】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
果物／果実の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【寒天／かんてん】

ハイビジョン フリー映像素材【寒天／かんてん】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264(70%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

寒天／かんてんの素材

     

  
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【寒天／かんてん】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（一般）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（一
般）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（一般）の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sakura/general/index.html (1/2) [13/10/02 3:18:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（一般）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（紅豊／ベニユタカ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（紅豊／
ベニユタカ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（紅豊／ベニユタカ）の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（紅豊／ベニユタカ）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（関山／カンザン）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（関山／
カンザン）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（関山／カンザン）の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sakura/kanzan/index.html (1/2) [13/10/02 3:18:55]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（関山／カンザン）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（片丘桜／カタオカザクラ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（片丘桜
／カタオカザクラ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（片丘桜／カタオカザクラ）の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sakura/kataokazakura/index.html (1/2) [13/10/02 3:19:08]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（兼六園菊桜／ケンロクエンキクザクラ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（兼六園
菊桜／ケンロクエンキクザクラ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（兼六園菊桜／ケンロクエンキクザクラ）の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sakura/kikuzakura/index.html (1/2) [13/10/02 3:19:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（大山桜／オオヤマザクラ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（大山桜
／オオヤマザクラ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（大山桜／オオヤマザクラ）の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sakura/ooyamazakura/index.html (1/2) [13/10/02 3:19:31]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tree/sakura/ooyamazakura/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tree/sakura/ooyamazakura/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（大山桜／オオヤマザクラ）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（白妙／シロタエ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（白妙／
シロタエ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（白妙／シロタエ）の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sakura/shirotae/index.html (1/2) [13/10/02 3:19:44]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（白妙／シロタエ）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（染井吉野／ソメイヨシノ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（染井吉
野／ソメイヨシノ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（染井吉野／ソメイヨシノ）の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sakura/someiyoshino/index.html (1/2) [13/10/02 3:19:57]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（染井吉野／ソメイヨシノ）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（松月／ショウゲツ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（松月／
ショウゲツ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（松月／ショウゲツ）の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（松月／ショウゲツ）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（鬱金桜／ウコンザクラ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（鬱金桜
／ウコンザクラ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（鬱金桜／ウコンザクラ）の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（鬱金桜／ウコンザクラ）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（淡墨桜／ウスズミザクラ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（淡墨桜
／ウスズミザクラ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（淡墨桜／ウスズミザクラ）の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sakura/usuzumizakura/index.html (1/2) [13/10/02 3:20:33]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（淡墨桜／ウスズミザクラ）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（陽光／ヨウコウ）】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木：桜（陽光／
ヨウコウ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：桜（陽光／ヨウコウ）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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（陽光／ヨウコウ）】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【銀杏（いちょう／ぎんなん）】

ハイビジョン フリー映像素材【銀杏（いちょう／
ぎんなん）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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（いちょう／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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tree/ichou/index.html (1/2) [13/10/02 3:21:02]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【銀杏（いちょう／ぎんなん）】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺】

ハイビジョン フリー映像素材【白樺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

白樺の素材

     

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/shirakaba/index.html (2/2) [13/10/02 3:21:47]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サンシュユ】

ハイビジョン フリー映像素材【サンシュユ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

サンシュユの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tree/sanshuyu/index.html (1/2) [13/10/02 3:22:01]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サンシュユ】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/sanshuyu/index.html (2/2) [13/10/02 3:22:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【しだれ栗】

ハイビジョン フリー映像素材【しだれ栗】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

しだれ栗の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/shidareguri/index.html [13/10/02 3:22:13]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【どんぐり】

ハイビジョン フリー映像素材【どんぐり】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

どんぐりの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/donguri/index.html [13/10/02 3:22:26]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オオバコ】

ハイビジョン フリー映像素材【オオバコ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

オオバコの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/oobako/index.html [13/10/02 3:22:39]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハクジュ】

ハイビジョン フリー映像素材【ハクジュ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ハクジュの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/hakujyu/index.html [13/10/02 3:22:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハシドイ】

ハイビジョン フリー映像素材【ハシドイ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ハシドイの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/hashidoi/index.html [13/10/02 3:23:03]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【いろはかえで】

ハイビジョン フリー映像素材【いろはかえで】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

いろはかえでの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カイドウ】

ハイビジョン フリー映像素材【カイドウ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

カイドウの素材

   
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カツラ】

ハイビジョン フリー映像素材【カツラ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

カツラの素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オオデマリ】

ハイビジョン フリー映像素材【オオデマリ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

オオデマリの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サワラ】

ハイビジョン フリー映像素材【サワラ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

サワラの素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウコギ】

ハイビジョン フリー映像素材【ウコギ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ウコギの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【イチイ】

ハイビジョン フリー映像素材【イチイ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

イチイの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【もみじ／紅葉】

ハイビジョン フリー映像素材【もみじ／紅葉】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264圧縮)になっていま
す。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

もみじ／紅葉の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【もみじ／紅葉】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねむの木／合歓木】

ハイビジョン フリー映像素材【ねむの木／合歓
木】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ねむの木／合歓木の素材

 
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tree/nemunoki/index.html (1/2) [13/10/02 3:25:37]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tree/nemunoki/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねむの木／合歓木】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【くるみ／胡桃】

ハイビジョン フリー映像素材【くるみ／胡桃】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
くるみ／胡桃の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【くるみ／胡桃】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コナラ／木楢】

ハイビジョン フリー映像素材【コナラ／木楢】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

コナラ／木楢の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ツリバナ】

ハイビジョン フリー映像素材【ツリバナ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

ツリバナの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南天／ナンテン】

ハイビジョン フリー映像素材【南天／ナンテン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
南天／ナンテンの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【銀木犀／ぎんもくせい】

ハイビジョン フリー映像素材【銀木犀／ぎんもく
せい】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

銀木犀／ぎんもくせいの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【銀木犀／ぎんもくせい】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【竹／竹林】

ハイビジョン フリー映像素材【竹／竹林】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

竹／竹林の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤松】

ハイビジョン フリー映像素材【赤松】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

赤松の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【唐松／から松】

ハイビジョン フリー映像素材【唐松／から松】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

唐松／から松の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宿り木】

ハイビジョン フリー映像素材【宿り木】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

宿り木の素材

     

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宿り木】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【杉】

ハイビジョン フリー映像素材【杉】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

杉の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木／葉】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木／葉】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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／葉の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木／葉】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木／葉】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【なす／茄子】

ハイビジョン フリー映像素材【なす／茄子】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

なす／茄子の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長芋／長いも】

ハイビジョン フリー映像素材【長芋／長いも】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

長芋／長いもの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤーコン】

ハイビジョン フリー映像素材【ヤーコン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

ヤーコンの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【もろこし／コーン】

ハイビジョン フリー映像素材【もろこし／コー
ン】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

もろこし／コーンの素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【もろこし／コーン】

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キャベツ】

ハイビジョン フリー映像素材【キャベツ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

キャベツの素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キャベツ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/vegetable/cabbage/index.html (2/2) [13/10/02 3:30:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レタス】

ハイビジョン フリー映像素材【レタス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

レタスの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/vegetable/lettuce/index.html [13/10/02 3:31:00]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/vegetable/lettuce/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/vegetable/lettuce/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白菜】

ハイビジョン フリー映像素材【白菜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

白菜の素材

  
 
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？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/vegetable/hakusai/index.html [13/10/02 3:31:12]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【かぼちゃ／カボチャ／南瓜】

ハイビジョン フリー映像素材【かぼちゃ／カボ
チャ／南瓜】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

かぼちゃ／カボチャ／南瓜の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/vegetable/pumpkin/index.html (1/2) [13/10/02 3:31:26]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【かぼちゃ／カボチャ／南瓜】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/vegetable/pumpkin/index.html (2/2) [13/10/02 3:31:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トマト】

ハイビジョン フリー映像素材【トマト】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

藤の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トマト】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/vegetable/tomato/index.html (2/2) [13/10/02 3:31:45]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【さつまいも／薩摩芋】

ハイビジョン フリー映像素材【さつまいも／薩摩
芋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

さつまいも／薩摩芋に関する素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/vegetable/sweet_potato/index.html (1/2) [13/10/02 3:31:57]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【さつまいも／薩摩芋】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【うり／瓜】

ハイビジョン フリー映像素材【うり／瓜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

うり／瓜に関する素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【とうがらし／唐辛子】

ハイビジョン フリー映像素材【とうがらし／唐辛
子】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

とうがらし／唐辛子の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/vegetable/tougarashi/index.html (1/2) [13/10/02 3:32:25]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【とうがらし／唐辛子】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【セロリ】

ハイビジョン フリー映像素材【セロリ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

セロリの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ネギ／葱／長ネギ】

ハイビジョン フリー映像素材【ネギ／葱／長ネ
ギ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

ネギ／葱／長ネギの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/vegetable/negi/index.html (1/2) [13/10/02 3:32:51]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ネギ／葱／長ネギ】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野菜】

ハイビジョン フリー映像素材【野菜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

野菜に関する素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸：ハナイグチ】

ハイビジョン フリー映像素材【きのこ／茸：ハナ
イグチ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

きのこ／茸（ハナイグチ）に関する素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸：ハナイグチ】

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸：白ぬめりイグチ】

ハイビジョン フリー映像素材【きのこ／茸：白ぬ
めりイグチ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

きのこ／茸（白ぬめりイグチ）に関する素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸：白ぬめりイグチ】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸】

ハイビジョン フリー映像素材【きのこ／茸】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

きのこ／茸に関する素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛】

ハイビジョン フリー映像素材【牛】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
牛の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【馬】

ハイビジョン フリー映像素材【馬】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
馬の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿】

ハイビジョン フリー映像素材【猿】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
猿の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【かえる／蛙／フロッグ】

ハイビジョン フリー映像素材【かえる／蛙／フ
ロッグ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
かえる／蛙／フロッグの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【かえる／蛙／フロッグ】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鹿／しか】

ハイビジョン フリー映像素材【鹿／しか】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
鹿／しかの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白鳥/Swan】

ハイビジョン フリー映像素材【白鳥/Swan】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
白鳥の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白鳥/Swan】

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鴨】

ハイビジョン フリー映像素材【鴨】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
鴨の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/index.html (1/2) [13/10/02 3:36:46]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bird/duck/0019/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鴨】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳩／はと】

ハイビジョン フリー映像素材【鳩／はと】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
鳩／はとの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カラス／烏】

ハイビジョン フリー映像素材【カラス／烏】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
カラス／烏の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳥】

ハイビジョン フリー映像素材【鳥】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
鳥の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【かまきり／蟷螂】

ハイビジョン フリー映像素材【かまきり／蟷螂】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
かまきり／蟷螂の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/insect/kamakiri/index.html [13/10/02 3:37:35]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トンボ／蜻蛉】

ハイビジョン フリー映像素材【トンボ／蜻蛉】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
トンボ／蜻蛉の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トンボ／蜻蛉】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝶／バタフライ】

ハイビジョン フリー映像素材【蝶／バタフライ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
蝶／バタフライの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ミノムシ】

ハイビジョン フリー映像素材【ミノムシ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ミノムシの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/insect/minomushi/index.html [13/10/02 3:38:13]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【さざれ石／細石】

ハイビジョン フリー映像素材【さざれ石／細石】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
さざれ石／細石の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/stone/sazare/index.html [13/10/02 3:38:25]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【横浜ベイブリッジ】

ハイビジョン フリー映像素材【横浜ベイブリッ
ジ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

横浜ベイブリッジの素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/bay_bridge/index.html (1/2) [13/10/02 3:38:47]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【横浜ベイブリッジ】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/bridge/bay_bridge/index.html (2/2) [13/10/02 3:38:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都 東京ゲートブリッジ】

ハイビジョン フリー映像素材【東京都 東京ゲート
ブリッジ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264 (80%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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 東京ゲートブリッジの素材

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都 東京ゲートブリッジ】

人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都 レインボーブリッジ】

ハイビジョン フリー映像素材【東京都 レインボー
ブリッジ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H.264 (80%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

東京都 レインボーブリッジの素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都 レインボーブリッジ】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【錦帯橋】

ハイビジョン フリー映像素材【錦帯橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
錦帯橋の素材

     

 
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【錦帯橋】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 片平橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 片平
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

長野県塩尻市 片平橋の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 片平橋】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南角大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【南角大橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

南角大橋の素材

    
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽の大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【木曽の大橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽の大橋】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/bridge/nagano/kiso_no_ohashi/index.html (2/2) [13/10/02 3:41:06]

http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【木曽大橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
木曽大橋の素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/bridge/nagano/kiso_ohashi/index.html [13/10/02 3:41:18]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/nagano/kiso_ohashi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/nagano/kiso_ohashi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/nagano/kiso_ohashi/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 義仲橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 義仲
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡 義仲橋の素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/nagano/yoshinaka/index.html (1/2) [13/10/02 3:41:30]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/nagano/yoshinaka/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/nagano/yoshinaka/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/nagano/yoshinaka/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 義仲橋】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 桃介橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 桃介
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡 桃介橋の素材

     

     

     

     

     

     

     
 
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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 桃介橋】

人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南木曽大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【南木曽大橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
南木曽大橋の素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 妻籠橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 妻籠
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡 妻籠橋の素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/bridge/nagano/tsumagobashi/index.html (1/2) [13/10/02 3:42:33]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 妻籠橋】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 尾又橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 尾又
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡 尾又橋の素材

  
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 尾又橋】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【立沢大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【立沢大橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
立沢大橋の素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 浮島橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 浮島橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 浮島橋の素材

  
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 天竜川 水神橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 天
竜川 水神橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 天竜川 水神橋の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 天竜川 水神橋】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿橋 [山梨県大月市猿橋町]】

ハイビジョン フリー映像素材【猿橋 [山梨県大月
市猿橋町]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

猿橋 [山梨県大月市猿橋町]の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿橋 [山梨県大月市猿橋町]】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【橋】

ハイビジョン フリー映像素材【橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
橋に関する素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松本城】

ハイビジョン フリー映像素材【松本城】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

松本城の素材
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北熊井城跡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 北熊井城
跡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

長野県 北熊井城跡の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【高島城】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

高島城の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高島城】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/castle/takashima/index.html (2/2) [13/10/02 3:45:51]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 鶴賀城】

ハイビジョン フリー映像素材【福島県 鶴賀城】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

福島県 鶴賀城の素材

     

     

     

  
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/castle/tsurugajyou/index.html (1/2) [13/10/02 3:46:11]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 鶴賀城】

【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/castle/tsurugajyou/index.html (2/2) [13/10/02 3:46:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【浅草雷門】

ハイビジョン フリー映像素材【浅草雷門】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
浅草雷門の素材

 
 
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
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tokyo/kaminarimon/index.html [13/10/02 3:46:13]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tokyo/kaminarimon/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京タワー】

ハイビジョン フリー映像素材【東京タワー】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
東京タワーの素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tokyo/tower/index.html (1/2) [13/10/02 3:46:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京タワー】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tokyo/tower/index.html (2/2) [13/10/02 3:46:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【姨捨（おばすて）パーキングエリア】

ハイビジョン フリー映像素材【姨捨（おばすて）
パーキングエリア】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
姨捨（おばすて）パーキングエリアの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/interchange/obasute/index.html (1/2) [13/10/02 3:46:37]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【姨捨（おばすて）パーキングエリア】

【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/HD/60i/interchange/obasute/index.html (2/2) [13/10/02 3:46:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【みどり湖パーキングエリア】

ハイビジョン フリー映像素材【みどり湖パーキン
グエリア】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
みどり湖パーキングエリアの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/interchange/midoriko/index.html (1/2) [13/10/02 3:46:47]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【みどり湖パーキングエリア】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【辰野パーキングエリア】

ハイビジョン フリー映像素材【辰野パーキングエ
リア】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
辰野パーキングエリアの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【辰野パーキングエリア】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖サービスエリア】

ハイビジョン フリー映像素材【諏訪湖サービスエ
リア】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
諏訪湖サービスエリアの素材

     

     
 
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。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖サービスエリア】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/interchange/suwako/index.html (2/2) [13/10/02 3:47:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県 気仙沼市】

ハイビジョン フリー映像素材【宮城県 気仙沼市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮城県 気仙沼市の素材

     

     

     

     

     
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県 気仙沼市】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県 南三陸町】

ハイビジョン フリー映像素材【宮城県 南三陸町】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮城県 南三陸町の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県 南三陸町】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【尾道】

ハイビジョン フリー映像素材【尾道】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
尾道の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【尾道】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 松本市】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 松本市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 松本市の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 松本市】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松本市四賀 (四賀村)】

ハイビジョン フリー映像素材【松本市四賀 (四賀
村)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

松本市四賀 (四賀村)の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松本市四賀 (四賀村)】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【塩尻市】

ハイビジョン フリー映像素材【塩尻市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
塩尻市の素材

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【塩尻市】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 岡谷市】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 岡谷市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリー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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪市／岡谷市】

ハイビジョン フリー映像素材【諏訪市／岡谷市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
諏訪市／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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪市／岡谷市】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【茅野市】

ハイビジョン フリー映像素材【茅野市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

茅野市の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【伊那市】

ハイビジョン フリー映像素材【伊那市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【伊那市】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 大町市】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 大町市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 大町市の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 大町市】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/city/nagano/ohmachi/index.html (2/2) [13/10/02 3:50:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【駒ヶ根市】

ハイビジョン フリー映像素材【駒ヶ根市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
駒ヶ根市の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽】

ハイビジョン フリー映像素材【木曽】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

木曽に関する素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽】

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/city/nagano/kiso/index.html (2/2) [13/10/02 3:51:53]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/city/nagano/kiso/0051/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小布施町】

ハイビジョン フリー映像素材【小布施町】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
小布施町の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小布施町】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 波田町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡 波
田町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県東筑摩郡 波田町の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 波田町】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【上松町】

ハイビジョン フリー映像素材【上松町】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
上松町の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 木曽町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 木曽
町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡 木曽町の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 木曽町】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/town/nagano/kisomachi/index.html (2/2) [13/10/02 3:52:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長長野県諏訪郡 下諏訪町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡 下諏
訪町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県諏訪郡 下諏訪町の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/town/nagano/shimosuwa/index.html (1/2) [13/10/02 3:53:05]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長長野県諏訪郡 下諏訪町】

【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/HD/60i/town/nagano/shimosuwa/index.html (2/2) [13/10/02 3:53:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 南木曽町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 南木
曽町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡 南木曽町の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/town/nagano/nagiso/index.html (1/2) [13/10/02 3:53:17]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 南木曽町】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 高森町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 高
森町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県下伊那郡 高森町の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/town/nagano/takamorimachi/index.html (1/2) [13/10/02 3:53:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 高森町】

【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/HD/60i/town/nagano/takamorimachi/index.html (2/2) [13/10/02 3:53:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 筑北村】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡 筑
北村】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県東筑摩郡 筑北村の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/village/nagano/chikuhoku/index.html (1/2) [13/10/02 3:53:40]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 筑北村】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【王滝村】

ハイビジョン フリー映像素材【王滝村】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEGまたはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
王滝村の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/village/nagano/outaki/index.html (1/2) [13/10/02 3:54:02]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【王滝村】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日義村】

ハイビジョン フリー映像素材【日義村】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
日義村の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（一部H264圧縮
の素材もあります）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡 大桑村の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 】

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽郡 木祖村】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 木曽郡 木
祖村】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 木曽郡 木祖村の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽郡 木祖村】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 大門商店街】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 大門
商店街】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　大門商店街の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 大門商店街】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 広丘商店街】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 広丘
商店街】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　広丘商店街の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 広丘商店街】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 贄川宿】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 贄川宿】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 贄川宿の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 贄川宿】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【厳島神社】

ハイビジョン フリー映像素材【厳島神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
厳島神社の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【厳島神社】

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【厳島神社】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県宮城郡松島町 瑞厳寺】

ハイビジョン フリー映像素材【宮城県宮城郡松島
町 瑞厳寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長宮城県宮城郡松島町 瑞厳寺の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県宮城郡松島町 瑞厳寺】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【光前寺】

ハイビジョン フリー映像素材【光前寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

光前寺

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【光前寺】

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤木諏訪神社(上の宮)】

ハイビジョン フリー映像素材【赤木諏訪神社(上
の宮)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市南内田 赤木諏訪神社(上の宮)の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤木諏訪神社(上の宮)】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60...nagano/matsumoto/akagi_uenomiya_suwa/index.html (2/2) [13/10/02 3:57:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 千鹿
頭神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 千鹿頭神社の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/chikatou/index.html (1/2) [13/10/02 3:57:44]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/chikatou/index.html (2/2) [13/10/02 3:57:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 長久寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 長久
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　長久寺の素材

    
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/choukyuji/index.html (1/2) [13/10/02 3:57:55]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 長久寺】

【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/choukyuji/index.html (2/2) [13/10/02 3:57:55]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 大神
社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 大神社の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/dai/index.html (1/2) [13/10/02 3:58:08]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大神社】

【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/dai/index.html (2/2) [13/10/02 3:58:08]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大天白神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 大天
白神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　大天白神社の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/daitenhaku/index.html (1/2) [13/10/02 3:58:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大天白神社】

【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/daitenhaku/index.html (2/2) [13/10/02 3:58:20]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 円城寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 円城
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　円城寺の素材

     

 
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/enjyouji/index.html (1/2) [13/10/02 3:58:32]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 円城寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/enjyouji/index.html (2/2) [13/10/02 3:58:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 福應寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 福應
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　福應寺の素材

     

   
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 福應寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛伏寺】

ハイビジョン フリー映像素材【牛伏寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
牛伏寺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛伏寺】

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛伏寺】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 権現神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 権現
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　権現神社の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 権現神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 埴原神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 埴原
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　埴原神社の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 埴原神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 広澤寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 広澤
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 広澤寺の素材

     

    
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 広澤寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 保福寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 保福
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　保福寺の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 保福寺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市村井 宝輪寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市村井 
宝輪寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市村井 宝輪寺の素材

     

     

 
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市村井 宝輪寺】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【法船寺】

ハイビジョン フリー映像素材【法船寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 法船寺の素材

     

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【法船寺】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市今井 諏訪神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市今井 
諏訪神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市今井 諏訪神社の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市今井 諏訪神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 伊和神社(惣社)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 伊和
神社(惣社)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　伊和神社の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 伊和神社(惣社)】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/iwa/index.html (2/2) [13/10/02 4:02:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常楽寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 常楽
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 常楽寺の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常楽寺】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常照寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 常照
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　常照寺の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常照寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 神林神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 神林
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　神林神社の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 神林神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/kanbayashi/index.html (2/2) [13/10/02 4:03:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 慶林寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 慶林
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　慶林寺の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 慶林寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/keirinji/index.html (2/2) [13/10/02 4:03:38]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 金毘羅神社(上二子)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 金毘
羅神社(上二子)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　金比羅神社(町神)の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 金毘羅神社(上二子)】

【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/HD/60i...e/nagano/matsumoto/konpira_kamifutago/index.html (2/2) [13/10/02 4:03:50]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 金比羅神社(町神)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 金比
羅神社(町神)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　金比羅神社(町神)の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i...ple/nagano/matsumoto/konpira_matigami/index.html (1/2) [13/10/02 4:04:01]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 金比羅神社(町神)】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【弘長寺】

ハイビジョン フリー映像素材【弘長寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 弘長寺の素材

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【弘長寺】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/kouchouji/index.html (2/2) [13/10/02 4:04:36]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大山神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 大山
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　大山神社の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/ohyama/index.html (1/2) [13/10/02 4:04:48]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大山神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 御嶽神社(村井)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 御嶽
神社(村井)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　御嶽神社(村井)の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 御嶽神社(村井)】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 御嶽神社(中二子)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 御嶽
神社(中二子)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　御嶽神社(中二子)の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 御嶽神社(中二子)】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 蓮華
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　蓮華寺の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 泉龍寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 泉龍
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 泉龍寺の素材

     

     

     

 
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/senryuji/index.html (1/2) [13/10/02 4:05:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 泉龍寺】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 専称寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 専称
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　専称寺の素材

     

   
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 専称寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 四柱神社(中山)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 四柱
神社(中山)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　四柱神社(中山)の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i.../nagano/matsumoto/shihashira_nakayama/index.html (1/2) [13/10/02 4:06:27]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 四柱神社(中山)】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i.../nagano/matsumoto/shihashira_nakayama/index.html (2/2) [13/10/02 4:06:27]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 白山神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 白山
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 白山神社の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/shiroyama/index.html (1/2) [13/10/02 4:06:39]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/shiroyama/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/shiroyama/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 白山神社】

【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/shiroyama/index.html (2/2) [13/10/02 4:06:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 水月院】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 水月
院】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　水月院の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 水月院】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 須々岐水神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 須々
岐水神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　須々岐水神社の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 須々岐水神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 兎川神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 兎川
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　兎川神社の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 兎川神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/matsumoto/togawa/index.html (2/2) [13/10/02 4:07:24]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃昌寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桃昌寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 桃昌寺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃昌寺】

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃昌寺】

【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【都波岐神社】

ハイビジョン フリー映像素材【都波岐神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　都波岐神社の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【都波岐神社】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 筑摩神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 筑摩
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 筑摩神社の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 筑摩神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 妻恋稲荷神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 妻恋
稲荷神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　妻恋稲荷神社の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 妻恋稲荷神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県護国神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県護国神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県護国神社の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県護国神社】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【善光寺】

ハイビジョン フリー映像素材【善光寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
善光寺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【善光寺】

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【戸隠神社】

ハイビジョン フリー映像素材【戸隠神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
戸隠神社の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【戸隠神社】

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/nagano/togakushi/index.html (2/2) [13/10/02 4:10:51]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/nagano/togakushi/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/nagano/togakushi/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/nagano/togakushi/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/nagano/togakushi/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/nagano/togakushi/0045/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 西正院】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 西正
院】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県大町市 西正院の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 西正院】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松川村 有明山社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松川村 有明
山社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松川村　有明山社の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsukawa/ariakesansha/index.html (1/2) [13/10/02 4:11:17]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松川村 有明山社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/matsukawa/ariakesansha/index.html (2/2) [13/10/02 4:11:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松川村 松川神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松川村 松川
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松川村 松川神社の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/matsukawa/matsukawa/index.html (1/2) [13/10/02 4:11:29]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松川村 松川神社】

【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/HD/60i/temple/nagano/matsukawa/matsukawa/index.html (2/2) [13/10/02 4:11:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市　安楽寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市　安
楽寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上田市　安楽寺の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市　安楽寺】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市　北向山常楽寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市　北
向山常楽寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上田市　北向山常楽寺の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市　北向山常楽寺】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪大社／御柱】

ハイビジョン フリー映像素材【諏訪大社／御柱】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
諏訪大社／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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪大社／御柱】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 仏法寺／仏法紹隆寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市 仏法
寺／仏法紹隆寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県諏訪市 仏法寺／仏法紹隆寺の素材

     

     

 
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 仏法寺／仏法紹隆寺】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 聖光寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 聖光
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県茅野市 聖光寺の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 聖光寺】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【徳音寺】

ハイビジョン フリー映像素材【徳音寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

徳音寺の素材

     

     

     

 
 
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？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【徳音寺】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 光徳寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 光徳
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡 光徳寺の素材

     

     
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 光徳寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 原野駅の横の八幡宮】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 原野
駅の横の八幡宮】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡 原野駅の横の八幡宮の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 原野駅の横の八幡宮】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【定勝寺】

ハイビジョン フリー映像素材【定勝寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

定勝寺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/kiso/teishouji/index.html [13/10/02 4:14:35]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/kiso/teishouji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/kiso/teishouji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/kiso/teishouji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/kiso/teishouji/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 智児神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 智児神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 智児神社の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 智児神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伝福寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 伝福寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 伝福寺の素材

   
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伝福寺】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 池上寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 池上寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 池上寺の素材

     

  
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 池上寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 今村神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 今村神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 今村神社の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 今村神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上横川神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 上横川神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 上横川神社の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上横川神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 香住寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 香住寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 香住寺の素材

     

   
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 香住寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 諏訪神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 諏訪神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 諏訪神社の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 諏訪神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 見宗寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 見宗寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 見宗寺の素材

     

     

    
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 見宗寺】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 高徳寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 高徳寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 高徳寺の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 高徳寺】

人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 熊野神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 熊野神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 熊野神社の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 熊野神社】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 三輪神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 三輪神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 三輪神社の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 三輪神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 大神神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 大神神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 大神神社の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 大神神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 祭林寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 祭林寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 祭林寺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 祭林寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 智子神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 智子神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 智子神社の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 智子神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 津島神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 津島神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 津島神社の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 津島神社】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 瑞光寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 瑞光寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 瑞光寺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 瑞光寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【阿礼神社】

ハイビジョン フリー映像素材【阿礼神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　阿礼神社の素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【阿礼神社】

【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長興寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長興寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 長興寺の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長興寺】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長泉寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長泉寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長泉寺の素材

     

     

     

  
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/index.html (1/2) [13/10/02 4:20:03]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/chousenji/0017/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長泉寺】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大宝寺】

ハイビジョン フリー映像素材【大宝寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

大宝寺（長野県 塩尻市 奈良井）の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大門神社】

ハイビジョン フリー映像素材【大門神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　大門神社の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大門神社】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【永福寺】

ハイビジョン フリー映像素材【永福寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 永福寺の素材

     

     

     
 
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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【永福寺】

【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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福聚寺】

ハイビジョン フリー映像素材【福聚寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　福聚寺の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 池生神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 池生
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 池生神社の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 池生神社】

安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【慈光院】

ハイビジョン フリー映像素材【慈光院】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　慈光院の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【慈光院】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【常光寺 [西条]】

ハイビジョン フリー映像素材【常光寺 [西条]】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 常光寺 [西条]の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【常光寺 [西条]】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【常光寺 [北熊井]】

ハイビジョン フリー映像素材【常光寺 [北熊井]】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 常光寺 [北熊井]の素材

     

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【常光寺 [北熊井]】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【浄竜寺】

ハイビジョン フリー映像素材【浄竜寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

浄竜寺の素材

     
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【君石】

ハイビジョン フリー映像素材【君石】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

君石の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北熊井諏訪神社】

ハイビジョン フリー映像素材【北熊井諏訪神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市片丘 北熊井諏訪神社の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北熊井諏訪神社】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【郷福寺】

ハイビジョン フリー映像素材【郷福寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【郷福寺】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【万福寺】

ハイビジョン フリー映像素材【万福寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　万福寺の素材

     

    
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【万福寺】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南熊井諏訪神社】

ハイビジョン フリー映像素材【南熊井諏訪神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市片丘 南熊井諏訪神社の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【三嶽神社】

ハイビジョン フリー映像素材【三嶽神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　三嶽神社の素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【三嶽神社】

【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/mitake/index.html (2/2) [13/10/02 4:25:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【向山社】

ハイビジョン フリー映像素材【向山社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

向山社の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/mukaiyama/index.html (1/2) [13/10/02 4:26:02]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/mukaiyama/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/mukaiyama/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/mukaiyama/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/mukaiyama/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/mukaiyama/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/mukaiyama/0006/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【向山社】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【無量寺】

ハイビジョン フリー映像素材【無量寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　無量寺の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【無量寺】

【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【中挾神社】

ハイビジョン フリー映像素材【中挾神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市片丘 中挾神社の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【二柱神社】

ハイビジョン フリー映像素材【二柱神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　二柱神社の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【二柱神社】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小野神社】

ハイビジョン フリー映像素材【小野神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 小野神社の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小野神社】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大宮八幡神社】

ハイビジョン フリー映像素材【大宮八幡神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 大宮八幡神社の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大宮八幡神社】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/oomiyahachiman/index.html (2/2) [13/10/02 4:28:15]

http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西福寺】

ハイビジョン フリー映像素材【西福寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 西福寺の素材

     

     

     

     

     

   
 
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）。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/index.html (1/2) [13/10/02 4:28:47]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/saifukuji/0028/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西福寺】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【専念寺】

ハイビジョン フリー映像素材【専念寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

専念寺の素材

     

    
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【専念寺】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 松林寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 松林
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 松林寺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 松林寺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 高日出神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 高日
出神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（H264圧縮に
なっているものもあります）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 高日出神社の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 高日出神社】

【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【建部社】

ハイビジョン フリー映像素材【建部社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市広丘 建部社の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【建部社】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東漸寺】

ハイビジョン フリー映像素材【東漸寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 東漸寺の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東漸寺】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【若宮神社】

ハイビジョン フリー映像素材【若宮神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市片丘南熊井 若宮神社の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【矢彦神社】

ハイビジョン フリー映像素材【矢彦神社】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 矢彦神社の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【矢彦神社】

不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/temple/nagano/shiojiri/yahiko/index.html (2/2) [13/10/02 4:31:23]

http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【善立寺】

ハイビジョン フリー映像素材【善立寺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　善立寺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【善立寺】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【すすき／茅】

ハイビジョン フリー映像素材【すすき／茅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

すすき／茅の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【すすき／茅】

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【すすき（夕方）】

ハイビジョン フリー映像素材【すすき（夕方）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

すすき（夕方）の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【すすき（夕方）】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山のすすき】

ハイビジョン フリー映像素材【山のすすき】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

山のすすきの素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山のすすき】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/susuki/mountain/index.html (2/2) [13/10/02 4:33:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富士見パノラマスキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【富士見パノラマス
キー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

富士見パ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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富士見パノラマスキー場】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/ski/fujimi_panorama/index.html (2/2) [13/10/02 4:33:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富士見高原スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【富士見高原スキー
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富士見高原スキー場】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/ski/fujimikougen/index.html (2/2) [13/10/02 4:33:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬47スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【白馬47スキー場】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白馬47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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬47スキー場】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬五竜スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【白馬五竜スキー
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白馬五竜スキー場の素材

     

  
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ski/hakuba_goryu/index.html (1/2) [13/10/02 4:34:05]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ski/hakuba_goryu/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ski/hakuba_goryu/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ski/hakuba_goryu/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ski/hakuba_goryu/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ski/hakuba_goryu/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ski/hakuba_goryu/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/ski/hakuba_goryu/0007/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬五竜スキー場】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬八方尾根スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【白馬八方尾根ス
キー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白馬八方尾根スキー場の素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬八方尾根スキー場】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬岩岳スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【白馬岩岳スキー
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白馬岩岳スキー場の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬岩岳スキー場】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬乗鞍スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【白馬乗鞍スキー
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白馬乗鞍スキー場の素材

     

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬乗鞍スキー場】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サンアルピナ鹿島槍スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【サンアルピナ鹿島
槍スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

サンアルピナ鹿島槍スキー場の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サンアルピナ鹿島槍スキー場】

 
【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栂池高原スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【栂池高原スキー
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

栂池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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栂池高原スキー場】

【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/ski/tsugaike/index.html (2/2) [13/10/02 4:35:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【伊那スキーリゾート】

ハイビジョン フリー映像素材【伊那スキーリゾー
ト】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

伊那スキーリゾートの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【伊那スキーリゾート】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【駒ヶ根高原スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【駒ヶ根高原スキー
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

駒ヶ根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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【駒ヶ根高原スキー場】

 
【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【開田高原マイアスキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【開田高原マイアス
キー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

開田高原マイアスキー場の素材

     

    
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【開田高原マイアスキー場】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/ski/kaida_kougen_mia/index.html (2/2) [13/10/02 4:36:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【御岳スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【御岳スキー場】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

御岳スキー場の素材

     

    
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【御岳スキー場】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【車山高原スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【車山高原スキー
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

車山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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【車山高原スキー場】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【しらかば 2 in 1スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【しらかば 2 in 1ス
キー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

しらかば 2 in 1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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【しらかば 2 in 1スキー場】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺高原国際スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【白樺高原国際ス
キー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白樺高原国際スキー場の素材

     

    
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺高原国際スキー場】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺湖ロイヤルヒルスキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【白樺湖ロイヤルヒ
ルスキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白樺湖ロイヤルヒルスキー場の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺湖ロイヤルヒルスキー場】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【朝日プライムスキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【朝日プライムス
キー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

朝日プライムスキー場の素材

     

 
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【朝日プライムスキー場】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　治部坂高原スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県　治部坂高
原スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県　治部坂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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　治部坂高原スキー場】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：奈川渡ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市：奈
川渡ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市：奈川渡ダムの素材

     

     

     

     

 
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：奈川渡ダム】

【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：水殿ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市：水
殿ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市：水殿ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：水殿ダム】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：稲核ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市：稲
核ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市：稲核ダムの素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：稲核ダム】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高遠ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【高遠ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

高遠ダム関連の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高遠ダム】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【箕輪ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【箕輪ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

箕輪ダム

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【箕輪ダム】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大久保ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【大久保ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

大久保ダム

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小渋ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【小渋ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

小渋ダム

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小渋ダム】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【奈良井ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【奈良井ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

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。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【奈良井ダム】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：牛伏寺砂防ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市：牛
伏寺砂防ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：牛伏寺砂防ダム】

人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽：味噌川ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽：味噌
川ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽：味噌川ダムの素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽：味噌川ダム】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 横川ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 横川ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 横川ダムの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 横川ダム】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 大町ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 大町
ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県大町市 大町ダムの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 大町ダム】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 七倉ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 七倉
ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県大町市 七倉ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 七倉ダム】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 内村ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 内村
ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上田市 内村ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 内村ダム】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 牧尾ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽 牧尾ダ
ム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEGかH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽 牧尾ダムの素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 牧尾ダム】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽 山口ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽 山口ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡南木曽 山口ダムの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽 山口ダム】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 高根第一ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 高根第一ダ
ム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
岐阜県 高根第一ダムの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 高根第一ダム】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 高根第二ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 高根第二ダ
ム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
岐阜県 高根第二ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 高根第二ダム】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 釜口水門】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 釜口
水門】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)かH264圧縮)になっています。ただ
し、夜撮影されたものに関しては撮影モードの関係でフレームレートが異なっている場合があ
ります。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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
が変わることがあります（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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 釜口水門】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 平岡発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 平
岡発電所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 平岡発電所の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 平岡発電所】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 読書発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 読書
発電所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡 読書発電所の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 読書発電所】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【田光発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【田光発電所】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

田光発電所の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/power_plant/nagano/takou/index.html [13/10/02 4:44:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 霞沢発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 霞沢
発電所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

長野県松本市 霞沢発電所の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 霞沢発電所】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【広島 呉港】

ハイビジョン フリー映像素材【広島 呉港】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

広島 呉港の素材

     

     
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【広島 呉港】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大法寺：重要文化財】

ハイビジョン フリー映像素材【大法寺：重要文化
財】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

大法寺（重要文化財）の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大法寺：重要文化財】

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大法寺：重要文化財】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【旧開智学校：重要文化財】

ハイビジョン フリー映像素材【旧開智学校：重要
文化財】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@po.shiojiri.ne.jpまでお願いしま

す。 

旧開智学校（重要文化財）の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【旧開智学校：重要文化財】

     

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【旧開智学校：重要文化財】

【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 馬場家：重要文化財】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 馬場
家：重要文化財】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 馬場家（重要文化財）の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 馬場家：重要文化財】

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 平出遺跡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 平出
遺跡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　平出遺跡の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 平出遺跡】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 御射山遺跡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡下諏
訪町 御射山遺跡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@po.shiojiri.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡下諏訪町 御射山遺跡の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 御射山遺跡】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 塩尻市役
所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 塩尻市役所の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/shiojiri/index.html (1/2) [13/10/02 4:48:57]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/shiojiri/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/shiojiri/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/shiojiri/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 塩尻市役所】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 辰野町役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 辰野町役場の素材

    
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/tatsuno/index.html (1/2) [13/10/02 4:49:07]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 辰野町役場】

【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/HD/60i/government/nagano/tatsuno/index.html (2/2) [13/10/02 4:49:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 波田町役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 波田町役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 波田町役場の素材

     
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/hata/index.html (1/2) [13/10/02 4:49:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 波田町役場】

【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/HD/60i/government/nagano/hata/index.html (2/2) [13/10/02 4:49:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 上松町役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 上松町役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 上松町役場の素材

    
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/agematsu/index.html (1/2) [13/10/02 4:49:31]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/agematsu/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/agematsu/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/agematsu/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/agematsu/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 上松町役場】

【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/HD/60i/government/nagano/agematsu/index.html (2/2) [13/10/02 4:49:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 南木曽町役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 南木曽町役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 南木曽町役場の素材

  
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/ohkuwa/index.html (1/2) [13/10/02 4:49:41]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 南木曽町役場】

【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/HD/60i/government/nagano/ohkuwa/index.html (2/2) [13/10/02 4:49:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 南木曽町役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 南木曽町役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 南木曽町役場の素材

  
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/nagiso/index.html (1/2) [13/10/02 4:49:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 南木曽町役場】

【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/HD/60i/government/nagano/nagiso/index.html (2/2) [13/10/02 4:49:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 駒ヶ根市役所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 駒ヶ根市役
所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 駒ヶ根市役所の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/komagane/index.html (1/2) [13/10/02 4:50:04]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 駒ヶ根市役所】

【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/HD/60i/government/nagano/komagane/index.html (2/2) [13/10/02 4:50:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 阿南町役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 阿南町役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 阿南町役場の素材

    
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/anan/index.html (1/2) [13/10/02 4:50:17]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 阿南町役場】

【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/HD/60i/government/nagano/anan/index.html (2/2) [13/10/02 4:50:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 下条村役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 下条村役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 下条村役場の素材

     
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/shimojyo/index.html (1/2) [13/10/02 4:50:29]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 下条村役場】

【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/HD/60i/government/nagano/shimojyo/index.html (2/2) [13/10/02 4:50:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 根羽村役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 根羽村役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 根羽村役場の素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/neba/index.html (1/2) [13/10/02 4:50:42]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 根羽村役場】

【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/HD/60i/government/nagano/neba/index.html (2/2) [13/10/02 4:50:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 天竜村役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 天竜村役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 天竜村役場の素材

     
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/tenryu/index.html (1/2) [13/10/02 4:50:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 天竜村役場】

【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/HD/60i/government/nagano/tenryu/index.html (2/2) [13/10/02 4:50:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 売木村役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 売木村役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 売木村役場の素材

    
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/urugi/index.html (1/2) [13/10/02 4:51:07]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 売木村役場】

【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/HD/60i/government/nagano/urugi/index.html (2/2) [13/10/02 4:51:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 平谷村役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 平谷村役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 平谷村役場の素材

   
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/government/nagano/hiraya/index.html (1/2) [13/10/02 4:51:18]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 平谷村役場】

【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/HD/60i/government/nagano/hiraya/index.html (2/2) [13/10/02 4:51:18]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【塩尻市贄川小学校：廃校】

ハイビジョン フリー映像素材【塩尻市贄川小学
校：廃校】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

塩尻市贄川小学校（平成19年3月に廃校）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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/school/niekawa/index.html (1/2) [13/10/02 4:51:38]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【塩尻市贄川小学校：廃校】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/school/niekawa/index.html (2/2) [13/10/02 4:51:38]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 旧妻籠小学校：廃校】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 旧妻
籠小学校：廃校】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡 旧妻籠小学校（廃校）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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/school/tsumago/index.html (1/2) [13/10/02 4:51:52]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 旧妻籠小学校：廃校】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/school/tsumago/index.html (2/2) [13/10/02 4:51:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【信州まつもと空港】

ハイビジョン フリー映像素材【信州まつもと空
港】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

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。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/airport/matsumoto/index.html (1/2) [13/10/02 4:52:10]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【信州まつもと空港】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/airport/matsumoto/index.html (2/2) [13/10/02 4:52:10]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高速道路：中央自動車道】

ハイビジョン フリー映像素材【高速道路：中央自
動車道】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

高速道路：中央自動車道の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高速道路：中央自動車道】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/highway/chuoudou/index.html (2/2) [13/10/02 4:52:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道19号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道19号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
国道19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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道158号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道158号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

国道158号線に関する素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道361号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道361号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEGまたはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
国道361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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道361号線】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/route/kokudou/361/index.html (2/2) [13/10/02 4:53:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道403号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道403号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
国道403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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道25号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県　県道25号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　県道25号線に関する素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/route/nagano/kendou/25/index.html (1/2) [13/10/02 4:53:26]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道25号線】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道48号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県　県道48号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県　県道48号線に関する素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道48号線】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道63号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県　県道63号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県　県道63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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/route/nagano/kendou/63/index.html (1/2) [13/10/02 4:53:49]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道63号線】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道282号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県　県道282
号線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県　県道282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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道282号線】

【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/HD/60i/route/nagano/kendou/282/index.html (2/2) [13/10/02 4:54:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道284号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県　県道284
号線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県　県道284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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道284号線】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道288号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県　県道288
号線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県　県道288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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/route/nagano/kendou/288/index.html (1/2) [13/10/02 4:54:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道288号線】

【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/HD/60i/route/nagano/kendou/288/index.html (2/2) [13/10/02 4:54:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道290号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県　県道290
号線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県　県道290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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/route/nagano/kendou/290/index.html (1/2) [13/10/02 4:54:35]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県　県道290号線】

【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/HD/60i/route/nagano/kendou/290/index.html (2/2) [13/10/02 4:54:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県　県道7号線】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県　県道7号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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　県道7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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/route/gifu/kendou/7/index.html (1/2) [13/10/02 4:54:47]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県　県道7号線】

【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/HD/60i/route/gifu/kendou/7/index.html (2/2) [13/10/02 4:54:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県　県道39号線】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県　県道39号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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　県道39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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/route/gifu/kendou/39/index.html (1/2) [13/10/02 4:54:59]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県　県道39号線】

【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/HD/60i/route/gifu/kendou/39/index.html (2/2) [13/10/02 4:54:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 西条駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡筑
北村 西条駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 西条駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/nishijyou/index.html (1/2) [13/10/02 4:55:10]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 西条駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/nishijyou/index.html (2/2) [13/10/02 4:55:10]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 明科駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 明
科駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 明科駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/akashina/index.html (1/2) [13/10/02 4:55:22]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 明科駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/akashina/index.html (2/2) [13/10/02 4:55:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 田沢駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 田
沢駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 田沢駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/tazawa/index.html (1/2) [13/10/02 4:55:33]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 田沢駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/tazawa/index.html (2/2) [13/10/02 4:55:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 松本駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 松本
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 松本駅の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/matsumoto/index.html (1/2) [13/10/02 4:55:48]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 松本駅】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 南松本駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 南松
本駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 南松本駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/minamimatsumoto/index.html (1/2) [13/10/02 4:55:58]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 南松本駅】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 平田駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 平田
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 平田駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/hirata/index.html (1/2) [13/10/02 4:56:10]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 平田駅】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 村井駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 村井
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市　村井駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/murai/index.html (1/2) [13/10/02 4:56:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 村井駅】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 広丘駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 広丘
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 広丘駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/hirooka/index.html (1/2) [13/10/02 4:56:32]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 広丘駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/hirooka/index.html (2/2) [13/10/02 4:56:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 塩尻駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 塩尻
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　塩尻駅の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/shiojiri/index.html (1/2) [13/10/02 4:56:48]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 塩尻駅】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/shiojiri/index.html (2/2) [13/10/02 4:56:48]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 簗場駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 簗場駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

簗場駅の素材（長野県）

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/yanaba/index.html [13/10/02 4:57:00]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 稲尾駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 稲尾駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

稲尾駅の素材（長野県）

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/inao/index.html [13/10/02 4:57:11]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inao/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inao/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inao/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 梓橋駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 梓
橋駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県安曇野市 梓橋駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/azusabashi/index.html (1/2) [13/10/02 4:57:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 梓橋駅】

【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/HD/60i/station/nagano/azusabashi/index.html (2/2) [13/10/02 4:57:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 島高松駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 島高
松駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 島高松駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/shimatakamatsu/index.html (1/2) [13/10/02 4:57:35]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 島高松駅】

【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/HD/60i/station/nagano/shimatakamatsu/index.html (2/2) [13/10/02 4:57:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 島内駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 島内
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 島内駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/shimauchi/index.html (1/2) [13/10/02 4:57:47]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 島内駅】

【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/HD/60i/station/nagano/shimauchi/index.html (2/2) [13/10/02 4:57:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 北松本駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 北松
本駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県松本市 北松本駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/kitamatsumoto/index.html (1/2) [13/10/02 4:58:00]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 北松本駅】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/kitamatsumoto/index.html (2/2) [13/10/02 4:58:00]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 洗馬駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 洗馬
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市　洗馬駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/seba/index.html (1/2) [13/10/02 4:58:11]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 洗馬駅】

【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/HD/60i/station/nagano/seba/index.html (2/2) [13/10/02 4:58:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 日出塩駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 日出
塩駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 日出塩駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/hideshio/index.html (1/2) [13/10/02 4:58:22]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 日出塩駅】

【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/HD/60i/station/nagano/hideshio/index.html (2/2) [13/10/02 4:58:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 贄川駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 贄川
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 贄川駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 贄川駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/niekawa/index.html (2/2) [13/10/02 4:58:34]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 木曽平沢駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 木曽
平沢駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 木曽平沢駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 木曽平沢駅】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/kisohirasawa/index.html (2/2) [13/10/02 4:58:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井駅前】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 奈良井駅
前】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 奈良井駅前の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメール
も不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等により
URLが変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもら
う方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井駅前】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/narai/index.html (2/2) [13/10/02 4:58:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薮原駅】

ハイビジョン フリー映像素材【薮原駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
薮原駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 宮ノ越駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 宮ノ越駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽郡木曽町 宮ノ越駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 宮ノ越駅】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 原野駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 原野駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 原野駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/harano/index.html (1/2) [13/10/02 4:59:35]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 原野駅】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽福島駅】

ハイビジョン フリー映像素材【木曽福島駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
木曽福島駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/kisofukushima/index.html [13/10/02 4:59:46]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 上松駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 上松駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 上松駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/agematsu/index.html (1/2) [13/10/02 4:59:57]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 上松駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/agematsu/index.html (2/2) [13/10/02 4:59:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南上松町 倉本駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南上
松町 倉本駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南上松町 倉本駅の素材

 
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/kuramoto/index.html (1/2) [13/10/02 5:00:08]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南上松町 倉本駅】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 須原駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 須原駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 須原駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/suhara/index.html (1/2) [13/10/02 5:00:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 須原駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/suhara/index.html (2/2) [13/10/02 5:00:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 大桑駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 大桑駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 大桑駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/ohkuwa/index.html (1/2) [13/10/02 5:00:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 大桑駅】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 野尻駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 野尻駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 野尻駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/nojiri/index.html (1/2) [13/10/02 5:00:41]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 野尻駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/nojiri/index.html (2/2) [13/10/02 5:00:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 十二兼駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/jyunikane/index.html (1/2) [13/10/02 5:00:52]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/jyunikane/index.html (2/2) [13/10/02 5:00:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 南木曽駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/nagiso/index.html (1/2) [13/10/02 5:01:03]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/nagiso/index.html (2/2) [13/10/02 5:01:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 田立駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 田立駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/tadachi/index.html (1/2) [13/10/02 5:01:15]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/tadachi/index.html (2/2) [13/10/02 5:01:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 みど
り湖駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 みどり湖駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/midoriko/index.html (1/2) [13/10/02 5:01:27]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖駅】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/midoriko/index.html (2/2) [13/10/02 5:01:27]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 東塩尻駅[廃線]】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 東塩
尻駅[廃線]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 東塩尻駅[廃線]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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/higashishiojiri/index.html (1/2) [13/10/02 5:01:42]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 東塩尻駅[廃線]】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/higashishiojiri/index.html (2/2) [13/10/02 5:01:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 小野駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 小野
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 小野駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/ono/index.html (1/2) [13/10/02 5:01:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 小野駅】

【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/HD/60i/station/nagano/ono/index.html (2/2) [13/10/02 5:01:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 信濃川島駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 信濃川島駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 信濃川島駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/shinanokawashima/index.html (1/2) [13/10/02 5:02:03]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 信濃川島駅】

【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/HD/60i/station/nagano/shinanokawashima/index.html (2/2) [13/10/02 5:02:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 辰野駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 辰野駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町　辰野駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/tatsuno/index.html (1/2) [13/10/02 5:02:13]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 辰野駅】

【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/HD/60i/station/nagano/tatsuno/index.html (2/2) [13/10/02 5:02:13]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 川岸駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 川岸
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 川岸駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/kawagishi/index.html (1/2) [13/10/02 5:02:24]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 川岸駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/kawagishi/index.html (2/2) [13/10/02 5:02:24]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 岡谷駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 岡谷
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 岡谷駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/okaya/index.html (1/2) [13/10/02 5:02:35]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 岡谷駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/okaya/index.html (2/2) [13/10/02 5:02:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮木駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 宮木駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 宮木駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/miyaki/index.html (1/2) [13/10/02 5:02:47]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮木駅】

【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/HD/60i/station/nagano/miyaki/index.html (2/2) [13/10/02 5:02:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 伊那新町駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inasinmachi/index.html (1/2) [13/10/02 5:02:58]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅】

【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/HD/60i/station/nagano/inasinmachi/index.html (2/2) [13/10/02 5:02:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 羽場駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 羽場駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡辰野町 羽場駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/haba/index.html (1/2) [13/10/02 5:03:09]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 羽場駅】

【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/HD/60i/station/nagano/haba/index.html (2/2) [13/10/02 5:03:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 沢駅】

ハイビジョン フリー映像素材【沢駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡箕輪町 沢駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/sawa/index.html [13/10/02 5:03:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 伊那松島駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inamatsushima/index.html (1/2) [13/10/02 5:03:31]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/inamatsushima/index.html (2/2) [13/10/02 5:03:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 木ノ下駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/kinoshita/index.html (1/2) [13/10/02 5:03:43]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/kinoshita/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/kinoshita/index.html (2/2) [13/10/02 5:03:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡南
箕輪村 北殿駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/kitatono/index.html (1/2) [13/10/02 5:03:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/kitatono/index.html (2/2) [13/10/02 5:03:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡南
箕輪村 田畑駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/tabata/index.html (1/2) [13/10/02 5:04:05]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/tabata/index.html (2/2) [13/10/02 5:04:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 伊那北駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 伊那
北駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県伊那市 伊那北駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inakita/index.html (1/2) [13/10/02 5:04:16]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 伊那北駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/inakita/index.html (2/2) [13/10/02 5:04:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 伊那市駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 伊那
市駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県伊那市 伊那市駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inashi/index.html (1/2) [13/10/02 5:04:28]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 伊那市駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/inashi/index.html (2/2) [13/10/02 5:04:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 下島駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 下島
駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県伊那市 下島駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/shimojima2/index.html (1/2) [13/10/02 5:04:40]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 下島駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/shimojima2/index.html (2/2) [13/10/02 5:04:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 赤木駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 赤木
駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県伊那市 赤木駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/akagi/index.html (1/2) [13/10/02 5:04:51]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 赤木駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/akagi/index.html (2/2) [13/10/02 5:04:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡宮田村 宮田駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡宮
田村 宮田駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡宮田村 宮田駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/miyada/index.html (1/2) [13/10/02 5:05:03]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡宮田村 宮田駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/miyada/index.html (2/2) [13/10/02 5:05:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県駒ヶ根市 大
田切駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県駒ヶ根市 大田切駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/ohtagiri/index.html (1/2) [13/10/02 5:05:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/ohtagiri/index.html (2/2) [13/10/02 5:05:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 駒ヶ根駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県駒ヶ根市 
駒ヶ根駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県駒ヶ根市 駒ヶ根駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/komagane/index.html (1/2) [13/10/02 5:05:25]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 駒ヶ根駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/komagane/index.html (2/2) [13/10/02 5:05:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 小町屋駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県駒ヶ根市 小
町屋駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県駒ヶ根市 小町屋駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/komachiya/index.html (1/2) [13/10/02 5:05:36]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 小町屋駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/komachiya/index.html (2/2) [13/10/02 5:05:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 伊那福岡駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県駒ヶ根市 伊
那福岡駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県駒ヶ根市 伊那福岡駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inafukuoka/index.html (1/2) [13/10/02 5:05:47]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 伊那福岡駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/inafukuoka/index.html (2/2) [13/10/02 5:05:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 田切駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡飯
島町 田切駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡飯島町 田切駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/tagiri/index.html (1/2) [13/10/02 5:05:59]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 田切駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/tagiri/index.html (2/2) [13/10/02 5:05:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 飯島駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡飯
島町 飯島駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡飯島町 飯島駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/iijima/index.html (1/2) [13/10/02 5:06:10]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 飯島駅】

【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/HD/60i/station/nagano/iijima/index.html (2/2) [13/10/02 5:06:10]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 七久保駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡飯
島町 七久保駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡飯島町 七久保駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/nanakubo/index.html (1/2) [13/10/02 5:06:21]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 七久保駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/nanakubo/index.html (2/2) [13/10/02 5:06:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 高遠原駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡飯
島町 高遠原駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡飯島町 高遠原駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/takatobara/index.html (1/2) [13/10/02 5:06:32]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 高遠原駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/takatobara/index.html (2/2) [13/10/02 5:06:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 伊那田島駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 伊那田島駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県上伊那郡中川村 伊那田島駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inatajima/index.html (1/2) [13/10/02 5:06:43]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 伊那田島駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/inatajima/index.html (2/2) [13/10/02 5:06:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 上片桐駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 上片桐駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県伊那市 赤木駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/kamikatagiri/index.html (1/2) [13/10/02 5:06:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 上片桐駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/kamikatagiri/index.html (2/2) [13/10/02 5:06:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 伊那大島駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 伊那大島駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県下伊那郡松川町 伊那大島駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/inaohshima/index.html (1/2) [13/10/02 5:07:05]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 伊那大島駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/inaohshima/index.html (2/2) [13/10/02 5:07:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡高森町 山吹駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡高
森町 山吹駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県下伊那郡高森町 山吹駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/yamabuki/index.html (1/2) [13/10/02 5:07:17]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡高森町 山吹駅】

【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/HD/60i/station/nagano/yamabuki/index.html (2/2) [13/10/02 5:07:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡高森町 下平駅の素材】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡高
森町 下平駅の素材】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県下伊那郡高森町 下平駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/shimodaira/index.html (1/2) [13/10/02 5:07:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡高森町 下平駅の素材】

【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/HD/60i/station/nagano/shimodaira/index.html (2/2) [13/10/02 5:07:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 田本駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 田
本駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 田本駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/tamoto/index.html (1/2) [13/10/02 5:07:41]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 田本駅】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/tamoto/index.html (2/2) [13/10/02 5:07:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 温田駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 温
田駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 温田駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/nukuta/index.html (1/2) [13/10/02 5:07:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 温田駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/nukuta/index.html (2/2) [13/10/02 5:07:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 為栗駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 為
栗駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 為栗駅の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/shiteguri/index.html (1/2) [13/10/02 5:08:11]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 為栗駅】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/shiteguri/index.html (2/2) [13/10/02 5:08:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 平岡駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 平
岡駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 平岡駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 平岡駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/hiraoka/index.html (2/2) [13/10/02 5:08:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 鶯巣駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 鶯
巣駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 鶯巣駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 鶯巣駅】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/ugusu/index.html (2/2) [13/10/02 5:08:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 伊那小沢駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 伊
那小沢駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 伊那小沢駅の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 伊那小沢駅】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/inakozawa/index.html (2/2) [13/10/02 5:08:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 中井侍駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡 中
井侍駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡 中井侍駅の素材

     
 
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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 中井侍駅】

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/nakaisamurai/index.html (2/2) [13/10/02 5:09:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 新村駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 新村駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 新村駅の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/station/nagano/niimura/index.html (1/2) [13/10/02 5:09:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 新村駅】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 三溝駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 三溝駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 三溝駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/station/nagano/samizo/index.html [13/10/02 5:09:34]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 森口駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 森口駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 森口駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 下島駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 下島駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 下島駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 下島駅】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 波田駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 波田駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 波田駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 渕東駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 渕東駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 渕東駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 新島々駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 新島々駅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 新島々駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 扇沢駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 扇沢
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 扇沢駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 扇沢駅】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 滝上トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 滝上トンネ
ル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 滝上トンネルの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/takigami/index.html (1/2) [13/10/02 5:10:59]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 滝上トンネル】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tunnel/nagano/takigami/index.html (2/2) [13/10/02 5:10:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鳥居トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 鳥居トンネ
ル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 鳥居トンネルの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/torii/index.html (1/2) [13/10/02 5:11:13]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鳥居トンネル】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tunnel/nagano/torii/index.html (2/2) [13/10/02 5:11:13]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 山吹トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 山吹トンネ
ル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 山吹トンネルの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/yamabuki/index.html (1/2) [13/10/02 5:11:23]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/yamabuki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/yamabuki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/yamabuki/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/yamabuki/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 山吹トンネル】

【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/HD/60i/tunnel/nagano/yamabuki/index.html (2/2) [13/10/02 5:11:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 姥神トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽 姥神ト
ンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽 姥神トンネルの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/ubagami/index.html (1/2) [13/10/02 5:11:34]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 姥神トンネル】

【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/HD/60i/tunnel/nagano/ubagami/index.html (2/2) [13/10/02 5:11:34]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 羽渕トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽 羽渕ト
ンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽 羽渕トンネルの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/habuchi/index.html (1/2) [13/10/02 5:11:45]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 羽渕トンネル】

【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/HD/60i/tunnel/nagano/habuchi/index.html (2/2) [13/10/02 5:11:45]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 番所トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽 番所ト
ンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽 番所トンネルの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/bansho/index.html (1/2) [13/10/02 5:11:56]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 番所トンネル】

【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/HD/60i/tunnel/nagano/bansho/index.html (2/2) [13/10/02 5:11:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 権兵衛トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽 権兵衛
トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県木曽 権兵衛トンネルの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/gonbei/index.html (1/2) [13/10/02 5:12:10]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 権兵衛トンネル】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tunnel/nagano/gonbei/index.html (2/2) [13/10/02 5:12:10]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 新賤母トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 新賤母トン
ネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 新賤母トンネルの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/tunnel/nagano/shinshizumo/index.html (1/2) [13/10/02 5:12:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 新賤母トンネル】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【奈川渡トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【奈川渡トンネル】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

奈川渡トンネルの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tunnel/nagano/nagawado/index.html [13/10/02 5:12:34]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新地蔵トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【新地蔵トンネル】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新地蔵トンネルの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tunnel/nagano/shinjizou/index.html [13/10/02 5:12:45]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【明ヶ平洞門】

ハイビジョン フリー映像素材【明ヶ平洞門】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

明ヶ平洞門の素材

  
 
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
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tunnel/nagano/myougadaira/index.html [13/10/02 5:12:57]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【明ヶ平下洞門】

ハイビジョン フリー映像素材【明ヶ平下洞門】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

明ヶ平下洞門の素材

   
 
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
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tunnel/nagano/myougadairashimo/index.html [13/10/02 5:13:09]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 妻籠洞門】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 妻籠洞門】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県 妻籠洞門の素材

    
 
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
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/tunnel/nagano/tsumagodoumon/index.html [13/10/02 5:13:21]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【競技場】

ハイビジョン フリー映像素材【競技場】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
競技場の素材

     

     
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【競技場】

 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/sports/general/index.html (2/2) [13/10/02 5:13:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【駐輪場】

ハイビジョン フリー映像素材【駐輪場】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
駐輪場の素材

 
 
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
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 あがたの森公園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 あが
たの森公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 あがたの森公園公園

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 あがたの森公園】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市　水芭蕉公園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市　水
芭蕉公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市　水芭蕉公園】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 桜の丘公園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 桜の
丘公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市 桜の丘公園の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 桜の丘公園】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市：高出公民館】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市：高
出公民館】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEGまたはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市：高出公民館の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市：高出公民館】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市：高出区民体育館】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市：高
出区民体育館】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEGまたはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市：高出区民体育館の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市：高出区民体育館】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：中山霊園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市：中
山霊園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEGまたはH264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市：中山霊園の素材

     

     

     

     

    
 
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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：中山霊園】

【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【墓地】

ハイビジョン フリー映像素材【墓地】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

墓地の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【道祖神】

ハイビジョン フリー映像素材【道祖神】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
道祖神の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【庚申塔】

ハイビジョン フリー映像素材【庚申塔】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
庚申塔の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖花火大会】

ハイビジョン フリー映像素材【諏訪湖花火大会】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

諏訪湖花火大会の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖花火大会】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花火】

ハイビジョン フリー映像素材【花火】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

花火に関する素材
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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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【火／炎】

ハイビジョン フリー映像素材【火／炎】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

火／炎の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【火の見櫓】

ハイビジョン フリー映像素材【火の見櫓】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
火の見櫓の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【電柱／電信柱】

ハイビジョン フリー映像素材【電柱／電信柱】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

電柱／電信柱の素材

   
 
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。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄塔】

ハイビジョン フリー映像素材【鉄塔】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鉄塔の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄塔】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月】

ハイビジョン フリー映像素材【月】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
月の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/moon/general/index.html (2/2) [13/10/02 5:18:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【半月】

ハイビジョン フリー映像素材【半月】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
半月の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【満月】

ハイビジョン フリー映像素材【満月】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
満月の素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【満月】

【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月と金星】

ハイビジョン フリー映像素材【月と金星】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
月と金星の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【三日月：月齢3】

ハイビジョン フリー映像素材【三日月：月齢3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
三日月：月齢3の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日本の国旗／日章旗】

ハイビジョン フリー映像素材【日本の国旗／日章
旗】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

日本の国旗／日章旗の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/flag/japan/index.html (1/2) [13/10/02 5:19:52]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日本の国旗／日章旗】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市の市旗】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市の市
旗】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
長野県塩尻市の市旗の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/flag/nagano/shiojiri/index.html (1/2) [13/10/02 5:20:03]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市の市旗】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 夜／夜景】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 夜／
夜景】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。映像は30秒(29.97fps)、
QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっていますが、撮影時にナイトモード等で撮影さ
れたものはフレームレートが異なっている場合があります。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 夜／夜景の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/night/matsumoto/index.html (1/2) [13/10/02 5:20:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 夜／夜景】

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【夜／夜景】

ハイビジョン フリー映像素材【夜／夜景】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。映像は30秒(29.97fps)、
QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっていますが、撮影時にナイトモード等で撮影さ
れたものはフレームレートが異なっている場合があります。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

夜／夜景の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/night/general/index.html (1/2) [13/10/02 5:20:32]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【夜／夜景】

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂埃／ほこりの早回し】

ハイビジョン フリー映像素材【砂埃／ほこりの早
回し】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

砂埃／ほこりの早回しの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂埃／ほこりの早回し】

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/dust_storm/normal/index.html (2/2) [13/10/02 5:21:04]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/dust_storm/normal/0041/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂埃／ほこりの早回し】

ハイビジョン フリー映像素材【砂埃／ほこりの早
回し】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

砂埃／ほこりの早回しの素材

     

     

   
 
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。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂埃／ほこりの早回し】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【つむじ風／突風／
竜巻】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。秒数は素材によって異なります。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

つむじ風／突風／竜巻の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【田／田んぼ／田圃／水田】

ハイビジョン フリー映像素材【田／田んぼ／田圃
／水田】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

田／田んぼ／田圃／水田の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【田／田んぼ／田圃／水田】

      
>>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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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【畑／はたけ】

ハイビジョン フリー映像素材【畑／はたけ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小麦／大麦／麦畑】

ハイビジョン フリー映像素材【小麦／大麦／麦
畑】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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／大麦／麦畑の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
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
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小麦／大麦／麦畑】

人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 塩屋崎灯台】

ハイビジョン フリー映像素材【福島県 塩屋崎灯
台】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

福島県 塩屋崎灯台の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 塩屋崎灯台】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【愛知県田原市 伊良湖岬灯台】

ハイビジョン フリー映像素材【愛知県田原市 伊良
湖岬灯台】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮またはH.264(70%)圧縮)になって
います。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

愛知県田原市 伊良湖岬灯台の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【愛知県田原市 伊良湖岬灯台】

素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【灯台】

ハイビジョン フリー映像素材【灯台】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

灯台の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【イルミネーション】

ハイビジョン フリー映像素材【イルミネーショ
ン】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 
 
 
イルミネーションの素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【イルミネーション】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【産業廃棄物】

ハイビジョン フリー映像素材【産業廃棄物】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

産業廃棄物の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【産業廃棄物】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【苔／コケ】

ハイビジョン フリー映像素材【苔／コケ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

苔／コケの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【苔／コケ】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【笹】

ハイビジョン フリー映像素材【笹】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH264(高) 圧縮)になっていま
す。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

笹の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【笹】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【接写】

ハイビジョン フリー映像素材【接写】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

接写素材

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/index.html (1/3) [13/10/02 5:26:30]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/zoom/general/0040/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【接写】

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【接写】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鯉のぼり】

ハイビジョン フリー映像素材【鯉のぼり】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鯉のぼりの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/season/koinobori/index.html (1/2) [13/10/02 5:26:43]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/season/koinobori/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/season/koinobori/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/season/koinobori/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/season/koinobori/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/season/koinobori/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/season/koinobori/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/season/koinobori/0007/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鯉のぼり】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雷】

ハイビジョン フリー映像素材【雷】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雷の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【風車】

ハイビジョン フリー映像素材【風車】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

風車の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【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/HD/60i/machine/windmill/index.html [13/10/02 5:27:03]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/machine/windmill/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/machine/windmill/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/machine/windmill/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/machine/windmill/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/machine/windmill/0005/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水車】

ハイビジョン フリー映像素材【水車】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)またはH.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

水車の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水車】

【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アメダス／AMEDAS：Automated Meteorological Data Acquisition System】

ハイビジョン フリー映像素材【アメダス／
AMEDAS：Automated Meteorological Data 
Acquisition System】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。  
 

アメダス／AMEDAS：Automated Meteorological Data Acquisition System
の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
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【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【ヘリコプター／
Helicopter】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ヘリコプター／Helicopterに関する素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【漁業／釣り】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

漁業／釣りに関する素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【その他】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

その他の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
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【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【マンガ：咲 - Saki 
-】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (高画質)圧縮)になっています。 
なお、以下の素材は麻雀マンガの咲 -Saki- 4 (ヤングガンガンコミックス)で使われているカッ

トをハイビジョンカメラで、ほぼ同じアングルで撮影したものです。長野県内では「咲-
Saki-」舞台探訪などのページを参照してください。 
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。 

マンガ：咲 - Saki -の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる
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人のために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合には
http://www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも
不要です。また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURL
が変わることがあります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が
安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構
いませんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像
素材集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 
[Royalty Free HD Footage]

このサイトはハイビジョンサイズ (1920×1080) のロイヤルティフリー (Royalty Free) の映像を

扱っています。素材（加工含む）として販売・配布する以外は、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。 
映像を見る、扱うにはApple社のQuickTimeが必要です。コーデックはPhoto JPEGまたはH264に

なっています。また、インターレース (60i) になっているので、必要に応じてインターレースを解

除するなりしてください。 
60pで撮影された映像データに関しては別途用意してあります。[HDフリー素材 60pのページへ] 

24Fで撮影された映像データに関しては別途用意してあります。[HDフリー素材 24Fのページへ] 

30Fで撮影された映像データに関しては別途用意してあります。[HDフリー素材 30Fのページへ] 

4K映像に関しては別途用意してあります。[4K フリー素材のページへ] 

DVサイズ（レターボックス）に変換したものも用意してあります（DVサイズ素材ページへ）。 
 
HDVフォーマットの都合上、激しい動きの部分はビットレート不足によりブロックノイズ状態にな

ることがあります。一般的な景色でも複雑な物体（草木など）がある場合には雲などの部分がブ
ロックで表示されてしまうことがあります。 
また、2011年から追加した素材はキヤノンXF300で撮影していますが、H.264に圧縮している都

合上ブロックノイズが発生することがあります。（元のMXFファイルにはブロックノイズはありま

せん）。また、XF300で撮影した素材の中には30秒に満たない素材や1分以上の素材もあります。 
 
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 
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＊更新情報はブログ [更新情報]でもアナウンスしています。  

2005-2013 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 蘭川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡富士見町 釜無川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 上川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梓川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 黒川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 末川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【伊奈川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 西洞川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 落合川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 大武川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県 釜無川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖 御神渡(おみわたり)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【女神湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【奥木曽湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 青木湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 中綱湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 木崎湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡信濃町 野尻湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 沓沢湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 梓湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町　松原湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡山中湖村 山中湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡富士河口湖町 本栖湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡富士河口湖町 河口湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡富士河口湖町 精進湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県南都留郡富士河口湖町 西湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 高根乗鞍湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 猪苗代湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県高森町 不動滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 多留姫の滝（樽姫の滝)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 王滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 乙女滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白糸の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 唐沢の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 小野の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【清滝（御岳の滝）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【八ヶ岳南麓高原湧水群】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：阿寺渓谷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：横川渓谷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：横谷渓谷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県：久米路峡】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富山県：黒部峡谷／立山】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ひまわり／向日葵】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コスモス／秋桜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マリーゴールド／孔雀草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芍薬／シャクヤク】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マツバギク／松葉菊】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（さくら）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（ようこう）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（しょうげつ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（鬱金桜[うこんざくら]）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（しだれ桜）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（染井吉野[そめいよしの]）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（大山桜[おおやまざくら]）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（しろたえ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（兼六園菊桜[けんろくえんきくざくら]）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（紅豊[べにゆたか]）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（片丘桜[カタオカザクラ]）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（江戸彼岸桜）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山桜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【八重桜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜（山梨県 釜無川）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪と桜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【菜の花】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃／ピーチ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕎麦（そば）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福寿草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねこやなぎ／猫柳】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水芭蕉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【座禅草／達磨草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芝桜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蒲公英／たんぽぽ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木蓮／モクレン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水仙／スイセン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【椿／ツバキ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒメオドリコソウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オオイヌノフグリ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪柳／ユキヤナギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【二輪草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【チューリップ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白詰草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤詰草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トリカブト】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バラ／薔薇】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バラ／薔薇：「信州伊那高遠しんわの丘ローズガーデンバラまつり」】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【泡立草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ぼたん／牡丹】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【藤】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【九輪草／くりんそう】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【しゃくなげ／石楠花】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【著莪／しゃが／胡蝶花】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あやめ／菖蒲／ジャーマンアイリス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蓮華草／れんげ草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あけぼのふうろ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アカシア／ニセアカシア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【やまぶき／山吹】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハス／蓮】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【河骨／コウホネ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【釣鐘草／ツリガネソウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ラベンダー】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ゆり／百合】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【エキナセア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヘメロカリス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【リアトリス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フロックス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ストケシア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トリトマ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ひるがお／昼顔】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鶏頭／ケイトウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アザミ／薊】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【節分草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【片栗／カタクリ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カリン／花梨】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マルメロ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レンギョウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【春蘭】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野原アザミ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ニッコウキスゲ/日光黄菅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【シシウド】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウツボグサ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハナチダケサシ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハクサンフウロ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キバナノヤマオダマキ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キンバイソウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アカバナシモツケソウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝦夷河原撫子／エゾカワラナデシコ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小鬼百合／コオニユリ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野あざみ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ノリウツギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アマニュウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヨツバヒヨドリ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤエキンポウゲ／八重金鳳花】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オダマキ／苧環】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【すずらん／スズラン／鈴蘭】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西洋すずらん／西洋スズラン／西洋鈴蘭】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オニシオガマ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サラシナショウマ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白根ニンジン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【タテヤマリンドウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ワタスケ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ミヤマキンポウゲ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蘭／ラン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［藍姫］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［甘茶］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［天城甘茶］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［アナベル］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［アリラン］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［紅ガクあじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［紅錦］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ビブレイ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ブルーフレッシュ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ブルーキング］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ドンブルー］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［エンドレスサマー］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［フェアリー アイ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［フラウ クミコ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［フラウ スミコ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［富士の滝］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［額あじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グレー］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーンあじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーングローブ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［グリーンシャドー］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ヘイズスターベスト］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［姫あじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［姫紅額あじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホベラ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［インテグリフォリア (中国産)］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［伊予の青絣］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［伊予の薄墨］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ジャパーニュ　ミカコ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［城ヶ崎］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［常山］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［柏葉あじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［金玲］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［清澄沢］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［胡蝶の舞］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［黒姫］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［江冠雪］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［紅(くれない)］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［斑入りあじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［斑入り城ヶ崎］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ミカコ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［未来］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ミセス ヘップバーン］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［武蔵野］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［日本あじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［虹］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［奥多摩こあじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［大紅］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［大虹］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［パッションブルー］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［パッションピンク］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ラーバ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［鹿鳴館］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［笹の舞］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ビブレイ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［石化八重黒軸］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［セリーナ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［セルマ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［七段花］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［シエラ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［白富士］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［白額あじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ソラヤ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［サンセット］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［トカラあじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［土佐緑風］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ツクバ］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［剣が舞］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［うずあじさい］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホワイトダイアモンド］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［ホワイトシュガー］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［八重咲］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［八重咲甘茶］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［八重咲蝦夷あじさい -綾-］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あじさい／紫陽花：種類［雪さらし］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0001】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0002】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0003】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花 (一般)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【こごみ／クサソテツ／草蘇鉄】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フキ／蕗／フキノトウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【わさび／山葵】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【土筆／つくし】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【シダ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウド／独活／シシウド／猪独活】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【たばこ／タバコ／煙草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねこじゃらし／狗尾草（えのころぐさ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒエ／稗】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヨモギ／蓬】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫蘇／大葉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ほうき／箒】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【いわがらみ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ぜんまい】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あかざ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【碇草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【行者ニンニク】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【植物】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紅葉／山】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【楓／紅葉[赤]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【楓／紅葉[黄]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【楓／紅葉[緑]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【楓／紅葉[夜]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紅葉／葉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【秋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【リンゴ／林檎】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【葡萄／ぶどう】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柿】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ざくろ／ザクロ／柘榴／石榴】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【胡桃／くるみ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【なし／梨】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【洋梨／洋なし】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【いちじく／無花果】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【果物／果実】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【寒天／かんてん】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（一般）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（紅豊／ベニユタカ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（関山／カンザン）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（片丘桜／カタオカザクラ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（兼六園菊桜／ケンロクエンキクザクラ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（大山桜／オオヤマザクラ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（白妙／シロタエ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（染井吉野／ソメイヨシノ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（松月／ショウゲツ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（鬱金桜／ウコンザクラ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（淡墨桜／ウスズミザクラ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木：桜（陽光／ヨウコウ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【銀杏（いちょう／ぎんなん）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サンシュユ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【しだれ栗】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【どんぐり】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オオバコ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハクジュ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハシドイ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【いろはかえで】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カイドウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カツラ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オオデマリ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サワラ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウコギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【イチイ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【もみじ／紅葉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねむの木／合歓木】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【くるみ／胡桃】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コナラ／木楢】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ツリバナ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南天／ナンテン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【銀木犀／ぎんもくせい】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【竹／竹林】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤松】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【唐松／から松】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宿り木】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【杉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木／葉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【なす／茄子】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長芋／長いも】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤーコン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【もろこし／コーン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キャベツ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レタス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白菜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【かぼちゃ／カボチャ／南瓜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トマト】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【さつまいも／薩摩芋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【うり／瓜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【とうがらし／唐辛子】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【セロリ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ネギ／葱／長ネギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野菜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸：ハナイグチ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸：白ぬめりイグチ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【きのこ／茸】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【馬】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【かえる／蛙／フロッグ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鹿／しか】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白鳥/Swan】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鴨】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳩／はと】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カラス／烏】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳥】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【かまきり／蟷螂】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トンボ／蜻蛉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝶／バタフライ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ミノムシ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【さざれ石／細石】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【横浜ベイブリッジ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都 東京ゲートブリッジ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都 レインボーブリッジ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【錦帯橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 片平橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南角大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽の大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 義仲橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 桃介橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南木曽大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 妻籠橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 尾又橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【立沢大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 浮島橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 天竜川 水神橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿橋 [山梨県大月市猿橋町]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松本城】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北熊井城跡】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高島城】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 鶴賀城】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【浅草雷門】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京タワー】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【姨捨（おばすて）パーキングエリア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【みどり湖パーキングエリア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【辰野パーキングエリア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖サービスエリア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県 気仙沼市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県 南三陸町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【尾道】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 松本市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松本市四賀 (四賀村)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【塩尻市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 岡谷市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪市／岡谷市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【茅野市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【伊那市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 大町市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【駒ヶ根市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小布施町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 波田町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【上松町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 木曽町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長長野県諏訪郡 下諏訪町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 南木曽町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 高森町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 筑北村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【王滝村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日義村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽郡 木祖村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 大門商店街】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 広丘商店街】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 贄川宿】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【厳島神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮城県宮城郡松島町 瑞厳寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【光前寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤木諏訪神社(上の宮)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 長久寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大天白神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 円城寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 福應寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛伏寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 権現神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 埴原神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 広澤寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 保福寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市村井 宝輪寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【法船寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市今井 諏訪神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 伊和神社(惣社)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常楽寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常照寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 神林神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 慶林寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 金毘羅神社(上二子)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 金比羅神社(町神)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【弘長寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大山神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 御嶽神社(村井)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 御嶽神社(中二子)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蓮華寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 泉龍寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 専称寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 四柱神社(中山)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 白山神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 水月院】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 須々岐水神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 兎川神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃昌寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【都波岐神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 筑摩神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 妻恋稲荷神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県護国神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【善光寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【戸隠神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 西正院】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松川村 有明山社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松川村 松川神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市　安楽寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市　北向山常楽寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪大社／御柱】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 仏法寺／仏法紹隆寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 聖光寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【徳音寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 光徳寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 原野駅の横の八幡宮】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【定勝寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 智児神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伝福寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 池上寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 今村神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上横川神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 香住寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 諏訪神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 見宗寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 高徳寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 熊野神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 三輪神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 大神神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 祭林寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 智子神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 津島神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 瑞光寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【阿礼神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長興寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長泉寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大宝寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大門神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【永福寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福聚寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 池生神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【慈光院】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【常光寺 [西条]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【常光寺 [北熊井]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【浄竜寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【君石】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北熊井諏訪神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【郷福寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【万福寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南熊井諏訪神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【三嶽神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【向山社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【無量寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【中挾神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【二柱神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小野神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大宮八幡神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西福寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【専念寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 松林寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 高日出神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【建部社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東漸寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【若宮神社】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 伊那小沢駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡 中井侍駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 新村駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 三溝駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 森口駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 下島駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 波田駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 渕東駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 新島々駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 扇沢駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 滝上トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鳥居トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 山吹トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 姥神トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 羽渕トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 番所トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽 権兵衛トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 新賤母トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【奈川渡トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新地蔵トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【明ヶ平洞門】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【明ヶ平下洞門】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 妻籠洞門】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【競技場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【駐輪場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 あがたの森公園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市　水芭蕉公園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 桜の丘公園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市：高出公民館】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市：高出区民体育館】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：中山霊園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【墓地】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【道祖神】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【庚申塔】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【諏訪湖花火大会】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花火】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【火／炎】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【火の見櫓】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【電柱／電信柱】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄塔】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【半月】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【満月】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月と金星】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【三日月：月齢3】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日本の国旗／日章旗】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市の市旗】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 夜／夜景】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【夜／夜景】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂埃／ほこりの早回し】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂埃／ほこりの早回し】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つむじ風／突風／竜巻】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【田／田んぼ／田圃／水田】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【畑／はたけ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小麦／大麦／麦畑】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【福島県 塩屋崎灯台】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【愛知県田原市 伊良湖岬灯台】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【灯台】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【イルミネーション】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【産業廃棄物】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【苔／コケ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【笹】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【接写】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鯉のぼり】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【風車】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水車】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アメダス／AMEDAS：Automated Meteorological Data Acquisition System】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヘリコプター／Helicopter】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【漁業／釣り】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【その他】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マンガ：咲 - Saki -】
	ハイビジョン フリー映像素材 [Royalty Free HD Footage]


