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

4K HD フリー映像素材[縦方向] (29.97fps/RAW)

●     山 (Mountain) 
�❍     常念岳 
�❍     蝶ヶ岳 
�❍     有明山 
�❍     白馬岳 
�❍     燕岳 
�❍     横通岳 
�❍     大天井岳 
�❍     餓鬼岳 
�❍     蓮華岳 
�❍     爺ヶ岳 
�❍     長野県 御嶽山 
�❍     長野県 御嶽山［噴火］ 
�❍     乗鞍岳 
�❍     長野県 小嵩沢山 
�❍     長野県 鉢伏山[+鉢伏山から見える景色] 
�❍     弓折岳 
�❍     樅沢岳 
�❍     西穂高岳 
�❍     抜戸岳 
�❍     槍ヶ岳 
�❍     浅間山 
�❍     山（一般） 

●     空 (Sky) 
�❍     雲 [一般] 
�❍     青空 
�❍     積乱雲／入道雲 
�❍     夕日／夕焼け／黄昏 

●     月 (Moon) 
�❍     中秋の名月 

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

●     川 (River) 
�❍     長野県 王滝川 
�❍     長野県 木曽川 
�❍     長野県 梓川 
�❍     長野県 松川 

●     雪／雪景色 (Snow) 
�❍     雪[一般] 

●     滝 (Waterfall) 
�❍     長野県木島平村 幻の滝／樽滝(雄滝・雌滝) 
�❍     長野県木曽郡大桑村 吉報の滝 
�❍     長野県木曽郡王滝村 清滝 
�❍     長野県木曽郡大桑村 六段の滝 
�❍     長野県木曽郡大桑村 樽が沢の滝 
�❍     長野県木曽郡木祖村 床並の滝 
�❍     長野県木曽郡木祖村 床並の平垂 
�❍     長野県木曽郡大桑村 雨現の滝 
�❍     長野県木曽郡上松町 小野の滝 
�❍     長野県泰阜村 なめくりの滝 
�❍     長野県筑北村 大滝八潭 
�❍     長野県辰野町 よきとぎの滝 

●     湖 (Lake) 
�❍     長野県 諏訪湖 

4K HD フリー映像素材[縦方
向]  

[Royalty Free 4K HD 
Footage (RED Raw 

format)]

このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160, 

RAW) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可
能です。ただし、映像を利用して生じたトラブル等にお
いては一切の責任を追わないものとします。 
秒数は素材によって異なりますが、おおよそ10秒以上と

なっています。また、撮影時のデータそのままのため映
像の前後は映像が揺れる場合があります。ダウンロード
可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera 

CompanyのRAW形式(RC8:1)になっています。RAWデー

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

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

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

RAW形式で色などを調整（現像／カラーグレーディン

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

 

 
●現像処理後（Adobe Premiere CS6を使用） 
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http://www.adobe.com/jp/products/premiere.html
http://www.apple.com/jp/finalcutpro/
http://www.red.com/products/redcine-x


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

�❍     長野県 奥木曽湖 
�❍     長野県 青木湖 
�❍     長野県 中綱湖 
�❍     長野県 木崎湖 
�❍     長野県 田川浦湖 
�❍     長野県 松原湖 

●     池／泉 (Pond) 
�❍     長野県塩尻市 小坂田池 

●     渓谷／峡谷／谷 
�❍     長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷 
�❍     長野県筑北村 差切峡 
�❍     長野県辰野町 横川峡 

●     高原／湿原 
�❍     長野県 美ヶ原高原 
�❍     長野県木曽郡木曽町 開田高原 
�❍     長野県 高ボッチ高原 
�❍     長野県東筑摩郡麻績村 聖高原 
�❍     長野県 中山高原 

●     城 (Castle) 
�❍     長野県 国宝 松本城 
�❍     長野県 北熊井城趾 
�❍     兵庫県姫路市 姫路城 

●     ダム (Dam) 
�❍     長野県 平岡ダム 
�❍     長野県 奈良井ダム 
�❍     長野県 牧尾ダム 
�❍     長野県 北山ダム 
�❍     長野県 泰阜ダム 

●     橋 (Bridge) 
�❍     長野県南木曽町 桃介橋 

●     水門 (Gate) 
�❍     長野県 釜口水門 

●     花 (Flower) 
�❍     藤／ふじ 
�❍     水芭蕉／ミズバショウ 
�❍     桜／さくら 
�❍     カタオカザクラ／片丘桜 
�❍     ソメイヨシノ／染井吉野 
�❍     桜：長野県飯田市座光寺　麻績の里：舞台

桜 
�❍     桜：長野県箕輪町　権現桜 
�❍     梅／ウメ 
�❍     秋桜／コスモス 
�❍     ミツバツツジ 
�❍     桃の花 
�❍     レンゲ 
�❍     アイリス／あやめ 
�❍     ニセアカシア 
�❍     キクザキイチゲ／菊咲一華 
�❍     あやめ／アヤメ／菖蒲／アイリス 
�❍     矢車菊／ヤグルマギク 
�❍     不明な花0001 
�❍     不明な花0002 

●     樹木 (tree) 
�❍     白樺／しらかば 
�❍     枝垂れ栗 
�❍     樹木[一般] 

 

●色合いを調整 

 

 

  

映像のサムネールをクリックするとサンプル映像を確認
できます。サンプル映像を見るにはApple社の

QuickTimeが必要です。コーデックはH.264になってい

ます。 
 
 
その他の映像素材に関しては以下のページに用意してあ
ります。 
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http://www.apple.com/jp/quicktime/download/


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

●     植物／野菜 (plant) 
�❍     レタス 

●     畑／水田 (Field) 
�❍     水田／田んぼ 

●     市 (City) 
�❍     長野県安曇野市 

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

●     村 (Village) 
�❍     長野県 木祖村 
�❍     長野県 南牧村 
�❍     長野県 中川村 

●     寺・神社 (Temple) 
�❍     長野県塩尻市 福聚寺 
�❍     長野県塩尻市 東漸寺 
�❍     長野県塩尻市 長興寺 
�❍     長野県松本市 大神社 
�❍     長野県松本市 法船寺 
�❍     長野県松本市 常楽寺 
�❍     長野県松本市 弘長寺 
�❍     長野県松本市 蓮華寺 
�❍     長野県松本市 桃昌寺 
�❍     長野県木曽郡大桑村 定勝寺 
�❍     長野県木曽郡大桑村 妙覚寺 

●     峠 
�❍     長野県木曽町 九蔵峠 
�❍     長野県 権兵衛峠 

●     温泉 
�❍     長野県山ノ内町 地獄谷野猿公苑（地獄谷温

泉） 
●     観光地／観光施設 

�❍     長野県 松本市四賀 福寿草まつり 
�❍     長野県山ノ内町 地獄谷野猿公苑（地獄谷温

泉） 
●     公園 

�❍     長野県岡谷市 塩嶺小野立公園 
●     駅周辺 (station) 

�❍     ●中央西線 
�❍     長野県 田立駅周辺 
�❍     ●大糸線 
�❍     長野県 稲生駅周辺 
�❍     長野県 簗場駅周辺 
�❍     ●飯田線 
�❍     長野県 金野駅周辺 
�❍     長野県 唐笠駅周辺 
�❍     長野県 門島駅周辺 
�❍     ●上田電鉄　別所線 
�❍     長野県 上田駅周辺 
�❍     長野県 城下駅周辺 
�❍     長野県 三好町駅周辺 
�❍     長野県 赤坂上駅周辺 
�❍     長野県 上田原駅周辺 
�❍     長野県 寺下駅周辺 
�❍     長野県 神畑駅周辺 
�❍     長野県 大学前駅周辺 
�❍     長野県 下之郷駅周辺 

●     4K HD Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD Vertical Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD XAVC S(3840x2160、60p)

●     ハイビジョン(1920×1080、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60p)

●     ハイビジョン(1920×1080、30f)

●     ハイビジョン(1920×1080、24f)

●     ハイビジョン縦(1920×1080、60p)

●     3Dハイビジョン(1920×1080、60i)

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

さい。トップページ（http://www.openspc2.org/

HDTV/）から閲覧してもらう方が安全です。 
 
全国ネットやBS/CATV、YouTube、ニコニコ動画、プロ

モーション映像、CM (コマーシャル映像)、電子書籍、展

示会映像、電子看板／デジタルサイネージ などで利用す

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

す。  

2005-2014 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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4K HD フリー映像素材 [Royalty Free 4K HD Footage]

�❍     長野県 中塩田駅周辺 
�❍     長野県 塩田町駅周辺 
�❍     長野県 中野駅周辺 
�❍     長野県 舞田駅周辺 
�❍     長野県 八木沢駅周辺 
�❍     長野県 別所温泉駅周辺 

●     その他 
�❍     鯉のぼり 

topページへ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 常念岳】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...0f_vertical/mountain/jyounendake/index.html (1/2) [16/06/02 17:04:11]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 常念岳】

【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 蝶ヶ岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 蝶ヶ岳】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県安曇野市 
有明山】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県安曇野市 有明山の素材

     
 
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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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県安曇野市 有明山】

【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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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 白馬岳】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 白馬岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 白馬岳の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...f_vertical/mountain/shiroumadake/index.html (1/2) [16/06/02 17:04:46]

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


4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 白馬岳】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...f_vertical/mountain/shiroumadake/index.html (2/2) [16/06/02 17:04:46]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 燕岳】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 燕岳】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4..._vertical/mountain/tsubakurodake/index.html (2/2) [16/06/02 17:04:57]



横通岳】 【長野県)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 横通岳の素材

       

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 大天井
岳】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...0f_vertical/mountain/otensyodake/index.html (1/2) [16/06/02 17:05:24]

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


4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 大天井岳】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【餓鬼岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

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。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【餓鬼岳】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【蓮華岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【蓮華岳】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【爺ヶ岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

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。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【爺ヶ岳】

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

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 御嶽山［噴火］の素材

       
 
質問と回答

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

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

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

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

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

 
【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。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 御嶽山［噴火］】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 御嶽山
［噴火］】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 御嶽山［噴火］の素材

       

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 乗鞍岳】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...f_vertical/mountain/norikuradake/index.html (2/2) [16/06/02 17:06:37]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 小嵩沢山】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 小嵩沢
山】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 小嵩沢山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4K/30f_vertical/mountain/kotakezawayama/ (1/2) [16/06/02 17:06:49]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 小嵩沢山】

【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/mountain/kotakezawayama/ (2/2) [16/06/02 17:06:49]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【鉢伏山[+鉢伏山から見える景色]】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【鉢伏山[+鉢伏山
から見える景色]】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

鉢伏山[+鉢伏山から見える景色]の素材

       

       

    
 
質問と回答

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/mountain/hachibuseyama/ (1/2) [16/06/02 17:07:09]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【鉢伏山[+鉢伏山から見える景色]】

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/mountain/hachibuseyama/ (2/2) [16/06/02 17:07:09]



【弓折岳】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【弓折岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

弓折岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...0f_vertical/mountain/yumioridake/index.html (1/2) [16/06/02 17:07:20]
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【弓折岳】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...0f_vertical/mountain/yumioridake/index.html (2/2) [16/06/02 17:07:20]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【樅沢岳】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【樅沢岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

樅沢岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/..._vertical/mountain/momisawadake/index.html (1/2) [16/06/02 17:07:31]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【樅沢岳】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/..._vertical/mountain/momisawadake/index.html (2/2) [16/06/02 17:07:31]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【西穂高岳】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【西穂高岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

西穂高岳の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ertical/mountain/nishihotakadake/index.html (1/2) [16/06/02 17:07:42]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【西穂高岳】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ertical/mountain/nishihotakadake/index.html (2/2) [16/06/02 17:07:42]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【抜戸岳】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【抜戸岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

抜戸岳の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...0f_vertical/mountain/nukedodake/index.html (2/2) [16/06/02 17:07:53]



【槍ヶ岳】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【槍ヶ岳】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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。 
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【槍ヶ岳】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/mountain/yarigatake/index.html (2/2) [16/06/02 17:08:04]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【浅間山】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【浅間山】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

浅間山の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、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/...30f_vertical/mountain/asamayama/index.html (1/2) [16/06/02 17:08:15]

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


4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【浅間山】

 
【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。 
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【山［一般］】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

山［一般］の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、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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【山［一般］】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

雲[一般]の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【青空】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【積乱雲／入道
雲】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

積乱雲／入道雲の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4K/30f_vertical/sky/sekiran/index.html (1/2) [16/06/02 17:08:58]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【積乱雲／入道雲】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/sky/sekiran/index.html (2/2) [16/06/02 17:08:58]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【夕日／夕焼け／黄昏／サンセット】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【夕日／夕焼け／
黄昏／サンセット】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

夕日／夕焼け／黄昏／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？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【夕日／夕焼け／黄昏／サンセット】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/sky/sunset/index.html (2/2) [16/06/02 17:09:08]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【月：【中秋の名月 [15夜]】】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【月：【中秋の名
月 [15夜]】】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

月：【中秋の名月 [15夜]】の素材

       

       

  
 
質問と回答

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

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

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

あります（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/...ertical/moon/cyuusyuunomeigetsu/index.html (1/2) [16/06/02 17:09:24]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【月：【中秋の名月 [15夜]】】

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...ertical/moon/cyuusyuunomeigetsu/index.html (2/2) [16/06/02 17:09:24]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 国立天文台野辺山宇宙電波観測所】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 国立天文
台野辺山宇宙電波観測所】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 国立天文台野辺山宇宙電波観測所の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 国立天文台野辺山宇宙電波観測所】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/universe/nobeyama/index.html (2/2) [16/06/02 17:09:36]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 王滝川】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 王滝川】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...al/water/river/nagano/outakigawa/index.html (1/2) [16/06/02 17:09:49]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 王滝川】

 
【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/4...al/water/river/nagano/outakigawa/index.html (2/2) [16/06/02 17:09:49]



木曽川】 【長野県)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 木曽川】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 木曽川の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、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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木曽川】 【長野県)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 梓川】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 梓川の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

 
【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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松川】 【長野県白馬村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県白馬村 松
川】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県白馬村 松川の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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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松川】 【長野県白馬村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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[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。 
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】]一般[【雪)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県下高井郡木島平村 幻の滝／樽滝(雄滝・雌滝)の素材

       

       

       

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県下高井郡木島平村 幻の滝／樽滝(雄滝・雌滝)】

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡大
桑村 吉報の滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡大桑村 吉報の滝の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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吉報の滝】 【長野県木曽郡大桑村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...vertical/waterfall/nagano/kippou/index.html (2/2) [16/06/02 17:11:14]



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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡王
滝村 清滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡王滝村 清滝の素材

       
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4K...ertical/waterfall/nagano/kiyotaki/index.html (1/2) [16/06/02 17:11:30]

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


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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K...ertical/waterfall/nagano/kiyotaki/index.html (2/2) [16/06/02 17:11:30]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 六段の滝】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡大
桑村 六段の滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡大桑村 六段の滝の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...ertical/waterfall/nagano/rokudan/index.html (1/2) [16/06/02 17:11:42]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 六段の滝】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ertical/waterfall/nagano/rokudan/index.html (2/2) [16/06/02 17:11:42]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽が沢の滝】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡大
桑村 樽が沢の滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡大桑村 樽が沢の滝の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...ical/waterfall/nagano/tarugasawa/index.html (1/2) [16/06/02 17:11:54]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽が沢の滝】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ical/waterfall/nagano/tarugasawa/index.html (2/2) [16/06/02 17:11:54]



床並の滝】 【長野県木曽郡木祖村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡木
祖村 床並の滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡木祖村 床並の滝の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...rtical/waterfall/nagano/tokonami/index.html (1/2) [16/06/02 17:12:06]
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床並の滝】 【長野県木曽郡木祖村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...rtical/waterfall/nagano/tokonami/index.html (2/2) [16/06/02 17:12:06]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の平垂】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡木
祖村 床並の平垂】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡木祖村 床並の平垂の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...erfall/nagano/tokonaminohiradaru/index.html (1/2) [16/06/02 17:12:19]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の平垂】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...erfall/nagano/tokonaminohiradaru/index.html (2/2) [16/06/02 17:12:19]



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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡大
桑村 雨現の滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡大桑村 雨現の滝の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...f_vertical/waterfall/nagano/ugen/index.html (1/2) [16/06/02 17:12:31]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 雨現の滝】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...f_vertical/waterfall/nagano/ugen/index.html (2/2) [16/06/02 17:12:31]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県上松町 小野の滝】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県上松町 小
野の滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県上松町 小野の滝の素材

       
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4K/30f_vertical/waterfall/nagano/ono/index.html (1/2) [16/06/02 17:12:47]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県上松町 小野の滝】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/waterfall/nagano/ono/index.html (2/2) [16/06/02 17:12:47]



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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県下伊那郡
泰阜村 なめくりの滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...rtical/waterfall/nagano/namekuri/index.html (1/2) [16/06/02 17:13:00]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...rtical/waterfall/nagano/namekuri/index.html (2/2) [16/06/02 17:13:00]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県東筑摩郡
筑北村 大滝八潭】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭（おおたきはったん）の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...al/waterfall/nagano/ohtakihattan/index.html (1/2) [16/06/02 17:13:12]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...al/waterfall/nagano/ohtakihattan/index.html (2/2) [16/06/02 17:13:12]



よきとぎの滝】 【長野県辰野町)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県辰野町 よ
きとぎの滝】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県辰野町 よきとぎの滝の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4.../waterfall/nagano/yokitoginotaki/index.html (1/2) [16/06/02 17:13:25]
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よきとぎの滝】 【長野県辰野町)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4.../waterfall/nagano/yokitoginotaki/index.html (2/2) [16/06/02 17:13:25]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 諏訪湖】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 諏訪湖の素材

      
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ertical/water/lake/nagano/suwako/index.html (1/2) [16/06/02 17:13:36]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 諏訪湖】

 
【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/4...ertical/water/lake/nagano/suwako/index.html (2/2) [16/06/02 17:13:36]



奥木曽湖】 【長野県)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 奥木曽
湖】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 奥木曽湖の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...ical/water/lake/nagano/okugisoko/index.html (1/2) [16/06/02 17:13:47]
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奥木曽湖】 【長野県)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ical/water/lake/nagano/okugisoko/index.html (2/2) [16/06/02 17:13:47]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 青木湖】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 青木湖】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 青木湖の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ertical/water/lake/nagano/aokiko/index.html (1/2) [16/06/02 17:13:59]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 青木湖】

 
【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/4...ertical/water/lake/nagano/aokiko/index.html (2/2) [16/06/02 17:13:59]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 中綱湖】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 中綱湖】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 中綱湖の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、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/...l/water/lake/nagano/nakatsunako/index.html (1/2) [16/06/02 17:14:10]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 中綱湖】

 
【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/...l/water/lake/nagano/nakatsunako/index.html (2/2) [16/06/02 17:14:10]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 木崎湖】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 木崎湖】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 木崎湖の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...tical/water/lake/nagano/kizakiko/index.html (1/2) [16/06/02 17:14:22]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 木崎湖】

 
【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/4...tical/water/lake/nagano/kizakiko/index.html (2/2) [16/06/02 17:14:22]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 田川浦湖】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 田川浦
湖】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 田川浦湖の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...l/water/lake/nagano/tagawaurako/index.html (1/2) [16/06/02 17:14:34]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 田川浦湖】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...l/water/lake/nagano/tagawaurako/index.html (2/2) [16/06/02 17:14:34]



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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県南佐久郡
小海町 松原湖】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...l/water/lake/nagano/matsubarako/index.html (1/2) [16/06/02 17:14:45]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...l/water/lake/nagano/matsubarako/index.html (2/2) [16/06/02 17:14:45]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 小坂田池】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県塩尻市 小
坂田池】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県塩尻市 小坂田池の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ter/pond/nagano/shiojiri/osakada/index.html (1/2) [16/06/02 17:14:56]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 小坂田池】

【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ter/pond/nagano/shiojiri/osakada/index.html (2/2) [16/06/02 17:14:56]



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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡大
桑村 阿寺渓谷】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...tical/valley/nagano/aterakeikoku/index.html (2/2) [16/06/02 17:15:08]



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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県東筑摩郡
筑北村 差切峡】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 差切峡の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4K...tical/valley/nagano/sashikirikyou/index.html (1/2) [16/06/02 17:15:20]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 差切峡】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K...tical/valley/nagano/sashikirikyou/index.html (2/2) [16/06/02 17:15:20]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県辰野町 横川峡】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県辰野町 横
川峡】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県辰野町 横川峡の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...tical/valley/nagano/yokokawakyou/index.html (1/2) [16/06/02 17:15:33]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県辰野町 横川峡】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...tical/valley/nagano/yokokawakyou/index.html (2/2) [16/06/02 17:15:33]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 美ヶ原高原】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 美ヶ原高
原】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 美ヶ原高原の素材

       

     
 
質問と回答

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...l/kougen/nagano/utsukushigahara/index.html (1/2) [16/06/02 17:15:49]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 美ヶ原高原】

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...l/kougen/nagano/utsukushigahara/index.html (2/2) [16/06/02 17:15:49]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県 開田高原】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 開田高
原】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 開田高原の素材

       
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 高ボッチ
高原】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 高ボッチ高原の素材

       

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県東筑摩郡
麻績村 聖高原】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県東筑摩郡麻績村 聖高原の素材

       

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 中山高原
[+中山高原から見える景色]】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 中山高原[+中山高原から見える景色]の素材

       

       

 
 
質問と回答

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

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

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

あります（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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】]中山高原から見える景色[+中山高原 【長野県)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県松本市 松
本城】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県松本市 松本城の素材
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市 松本城】

       

       

       

       

   
 
質問と回答

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

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

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

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

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県塩尻市 北
熊井城址】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県塩尻市 北熊井城址の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 北熊井城址】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【兵庫県姫路市 姫
路城】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

兵庫県姫路市 姫路城の素材

       

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県下伊那郡
天龍村　平岡ダム】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県下伊那郡天龍村　平岡ダムの素材

    
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡天龍村　平岡ダム】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県塩尻市 奈
良井ダム】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県塩尻市 奈良井ダムの素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4K/30f_vertical/dam/nagano/narai/index.html (1/2) [16/06/02 17:18:31]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 奈良井ダム】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/dam/nagano/narai/index.html (2/2) [16/06/02 17:18:31]



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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡王
滝村 牧尾ダム】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡王滝村 牧尾ダムの素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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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牧尾ダム】 【長野県木曽郡王滝村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/dam/nagano/makio/index.html (2/2) [16/06/02 17:18:43]



北山ダム】 【長野県東筑摩郡麻績村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県東筑摩郡
麻績村 北山ダム】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県東筑摩郡麻績村 北山ダムの素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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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北山ダム】 【長野県東筑摩郡麻績村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...0f_vertical/dam/nagano/kitayama/index.html (2/2) [16/06/02 17:18:55]



泰阜ダム】 【長野県下伊那郡泰阜村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県下伊那郡
泰阜村 泰阜ダム】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 泰阜ダムの素材

      
 
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？ 
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泰阜ダム】 【長野県下伊那郡泰阜村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/dam/nagano/yasuoka/index.html (2/2) [16/06/02 17:19:06]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県南木曽町 桃介橋】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県南木曽町 
桃介橋】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県南木曽町 桃介橋の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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...ge/nagano/nagiso/momosukebashi/index.html (1/2) [16/06/02 17:19:18]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県南木曽町 桃介橋】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...ge/nagano/nagiso/momosukebashi/index.html (2/2) [16/06/02 17:19:18]



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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県岡谷市 釜
口水門】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【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/4...f_vertical/gate/nagano/kamaguchi/index.html (1/2) [16/06/02 17:19:30]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県岡谷市 釜口水門】

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：藤／ふじの素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/fuji/index.html (1/2) [16/06/02 17:19:42]

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


4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：藤／ふじ】

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

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：水芭蕉／ミズバショウの素材

       

       

       

      
 
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
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：水芭蕉／ミズバショウ】

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：桜／さく
ら】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：桜／さくらの素材
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：桜／さくら】

       

       

       
 
質問と回答

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

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

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

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

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

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：カタオカザクラ／片丘桜の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：カタオカザクラ／片丘桜】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ical/flower/sakura/kataokazakura/index.html (2/2) [16/06/02 17:21:20]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：ソメイヨシノ／染井吉野】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：ソメイヨシ
ノ／染井吉野】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：ソメイヨシノ／染井吉野の素材

  
 
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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...tical/flower/sakura/someiyoshino/index.html (1/2) [16/06/02 17:21:33]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：ソメイヨシノ／染井吉野】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...tical/flower/sakura/someiyoshino/index.html (2/2) [16/06/02 17:21:33]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【桜：長野県飯田市座光寺　麻績の里：舞台桜】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【桜：長野県飯田
市座光寺　麻績の里：舞台桜】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

桜：長野県飯田市座光寺　麻績の里：舞台桜の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...r/sakura/nagano/iida/butaizakura/index.html (1/2) [16/06/02 17:21:44]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【桜：長野県飯田市座光寺　麻績の里：舞台桜】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...r/sakura/nagano/iida/butaizakura/index.html (2/2) [16/06/02 17:21:44]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【桜：長野県上伊
那郡箕輪町　権現桜】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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...ura/nagano/minowa/gongenzakura/index.html (1/2) [16/06/02 17:21:59]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【桜：長野県上伊那郡箕輪町　権現桜】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...ura/nagano/minowa/gongenzakura/index.html (2/2) [16/06/02 17:21:59]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：梅／ウメ】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：梅／ウメ】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：梅／ウメの素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/ume/index.html (1/2) [16/06/02 17:22:13]

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


4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：梅／ウメ】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/ume/index.html (2/2) [16/06/02 17:22:13]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：秋桜／コスモス】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：秋桜／コス
モス】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：秋桜／コスモスの素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/cosmos/index.html (2/2) [16/06/02 17:22:25]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：ミツバツツジ】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：ミツバツツ
ジ】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：ミツバツツジの素材

     
 
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？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：ミツバツツジ】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【桃の花】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

桃の花の素材

      
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、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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【桃の花】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：レンゲ／蓮
華草】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：レンゲ／蓮華草の素材

      
 
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？ 
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【花：レンゲ／蓮華草】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：あやめ／菖
蒲／アイリス／ジャーマンアイリス】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：あやめ／菖蒲／アイリス／ジャーマンアイリスの素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：あやめ／菖蒲／アイリス／ジャーマンアイリス】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：ニセアカシ
ア】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：ニセアカシアの素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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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【花：ニセアカシア】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：キクザキイチゲ／菊咲一華】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：キクザキイ
チゲ／菊咲一華】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：キクザキイチゲ／菊咲一華の素材

       

  
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：キクザキイチゲ／菊咲一華】
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/kikuzakiichige/index.html (2/2) [16/06/02 17:23:48]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：あやめ／アヤメ／菖蒲／アイリス】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：あやめ／ア
ヤメ／菖蒲／アイリス】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：あやめ／アヤメ／菖蒲／アイリスの素材

       

       
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/ayame/index.html (2/2) [16/06/02 17:24:11]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：矢車菊／ヤグルマギク】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：矢車菊／ヤ
グルマギク】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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：矢車菊／ヤグルマギクの素材

       
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：矢車菊／ヤグルマギク】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/yagurumagiku/index.html (2/2) [16/06/02 17:24:27]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：不明な花0001】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：不明な花
0001】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：不明な花0001の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：不明な花0001】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/flower0001/index.html (2/2) [16/06/02 17:24:40]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：不明な花0002】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【花：不明な花
0002】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

花：不明な花0002の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【花：不明な花0002】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/flower/flower0002/index.html (2/2) [16/06/02 17:24:53]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【白樺】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【白樺】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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

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

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

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/tree/shirakaba/index.html (2/2) [16/06/02 17:25:05]



【枝垂れ栗】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【枝垂れ栗】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

枝垂れ栗の素材

    
 
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。 
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【枝垂れ栗】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

樹木[一般]の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【レタス】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【レタス】

【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【水田／田んぼ】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

水田／田んぼの素材

       
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【水田／田んぼ】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 安曇野
市】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 安曇野市の素材

       

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡 南
木曽町】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡 南木曽町】

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/town/nagano/nagiso/index.html (2/2) [16/06/02 17:26:33]



【長野県下伊那郡　高森町】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県下伊那郡
　高森町】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...0f_vertical/town/nagano/takamori/index.html (1/2) [16/06/02 17:26:45]
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【長野県下伊那郡　高森町】)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...0f_vertical/town/nagano/takamori/index.html (2/2) [16/06/02 17:26:45]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡 木祖村】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡 木
祖村】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡 木祖村】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...vertical/village/nagano/kisomura/index.html (2/2) [16/06/02 17:26:56]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡 南牧村】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県南佐久郡 
南牧村】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県南佐久郡 南牧村の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/...l/village/nagano/minamimakimura/index.html (1/2) [16/06/02 17:27:08]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県南佐久郡 南牧村】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...l/village/nagano/minamimakimura/index.html (2/2) [16/06/02 17:27:08]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡 中川村】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県上伊那郡 
中川村】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県上伊那郡 中川村の素材

       
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/4...vertical/village/nagano/nakagawa/index.html (1/2) [16/06/02 17:27:25]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県上伊那郡 中川村】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...vertical/village/nagano/nakagawa/index.html (2/2) [16/06/02 17:27:25]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 福聚寺】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県塩尻市 福
聚寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...temple/nagano/shiojiri/fukujyuji/index.html (1/2) [16/06/02 17:27:37]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/temple/nagano/shiojiri/fukujyuji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/temple/nagano/shiojiri/fukujyuji/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 福聚寺】

【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...temple/nagano/shiojiri/fukujyuji/index.html (2/2) [16/06/02 17:27:37]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 東漸寺】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県塩尻市 東
漸寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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不要です。

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県塩尻市 長
興寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県塩尻市 長興寺】

【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...temple/nagano/shiojiri/choukouji/index.html (2/2) [16/06/02 17:28:06]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市南内田 大神社】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県松本市南
内田 大神社】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県松本市南内田 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？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市南内田 大神社】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...mple/nagano/matsumoto/daijinjya/index.html (2/2) [16/06/02 17:28:19]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市 法船寺】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県松本市 法
船寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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/...emple/nagano/matsumoto/housenji/index.html (1/2) [16/06/02 17:28:33]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/temple/nagano/matsumoto/housenji/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市 法船寺】

【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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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市 常楽寺】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県松本市 常
楽寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/temple/nagano/matsumoto/jyourakuji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/temple/nagano/matsumoto/jyourakuji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/temple/nagano/matsumoto/jyourakuji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/temple/nagano/matsumoto/jyourakuji/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市 常楽寺】

【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...ple/nagano/matsumoto/jyourakuji/index.html (2/2) [16/06/02 17:28:47]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市 弘長寺】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県松本市 弘
長寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県松本市 弘長寺の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

【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。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...ple/nagano/matsumoto/kouchouji/index.html (2/2) [16/06/02 17:29:00]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県松本市 蓮
華寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

【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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桃昌寺】 【長野県松本市)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県松本市 桃
昌寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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

       

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡大
桑村 定勝寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡大桑村 定勝寺の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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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定勝寺】 【長野県木曽郡大桑村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡大
桑村 妙覚寺】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽郡大桑村 妙覚寺の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡大桑村 妙覚寺】

【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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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽町 九蔵峠】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽町 九
蔵峠】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県木曽町 九蔵峠の素材

       

     
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽町 九蔵峠】

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

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県 権兵衛
峠】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県 権兵衛峠の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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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権兵衛峠】 【長野県)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県山ノ内町 
地獄谷野猿公苑（地獄谷温泉）】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県山ノ内町 地獄谷野猿公苑（地獄谷温泉）の素材

       
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県山ノ内町 地獄谷野猿公苑（地獄谷温泉）】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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福寿草まつり】 【松本市四賀)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【松本市四賀 福寿
草まつり】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

松本市四賀 福寿草まつりの素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【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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福寿草まつり】 【松本市四賀)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県岡谷市 塩
嶺小野立公園】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県岡谷市 塩嶺小野立公園の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県岡谷市 塩嶺小野立公園】

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

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

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県木曽郡南
木曽町 田立駅】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら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？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県木曽郡南木曽町 田立駅】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K...f_vertical/station/nagano/tadachi/index.html (2/2) [16/06/02 17:31:13]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県大町市 稲尾駅】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県大町市 稲
尾駅】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県大町市 稲尾駅の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県大町市 稲尾駅】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f_vertical/station/nagano/inao/index.html (2/2) [16/06/02 17:31:26]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県大町市 簗場駅】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県大町市 簗
場駅】

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

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

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

す。 

長野県大町市 簗場駅の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県大町市 簗場駅】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...f_vertical/station/nagano/yanaba/index.html (2/2) [16/06/02 17:31:38]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 金野駅】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県飯田市 金
野駅】

このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯田市 金野駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県飯田市 金野駅】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...f_vertical/station/nagano/kinnno/index.html (2/2) [16/06/02 17:31:50]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県下伊那郡
泰阜村 唐笠駅】

このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...vertical/station/nagano/karakasa/index.html (2/2) [16/06/02 17:32:02]



門島駅】 【長野県下伊那郡泰阜村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県下伊那郡
泰阜村 門島駅】

このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 門島駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【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/4...ertical/station/nagano/kadoshima/index.html (1/2) [16/06/02 17:32:14]
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門島駅】 【長野県下伊那郡泰阜村)素材4K HDフリー] (縦方向[フリー映像素材4K HD

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...ertical/station/nagano/kadoshima/index.html (2/2) [16/06/02 17:32:14]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県上田市 中塩田駅】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県上田市 中
塩田駅】

このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 中塩田駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【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/4...rtical/station/nagano/nakashioda/index.html (1/2) [16/06/02 17:32:27]
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4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県上田市 中塩田駅】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4...rtical/station/nagano/nakashioda/index.html (2/2) [16/06/02 17:32:27]



4K HDフリー映像素材[縦方向] (フリー4K HD素材)【長野県上田市 八木沢駅】

4K HDフリー映像素材[縦方向]【長野県上田市 八
木沢駅】

このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 八木沢駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【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/4...vertical/station/nagano/yagisawa/index.html (1/2) [16/06/02 17:32:38]
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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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4K HDフリー映像素材[縦方向]【鯉のぼり】
このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって
異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映

像の前後は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウン

ロード可能な映像フォーマットはRed Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)

になっています。 
ミスや間違い、リンクエ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。 
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【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HD フリー映像素材[縦方向]  
[Royalty Free 4K HD Footage (RED Raw 

format)]

このページは縦方向用の4K HD サイズ (3840x2160, RAW) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。ただし、映像を利用して
生じたトラブル等においては一切の責任を追わないものとします。 
秒数は素材によって異なりますが、おおよそ10秒以上となっています。また、撮影時のデータその

ままのため映像の前後は映像が揺れる場合があります。ダウンロード可能な映像フォーマットは
Red Digital Cinema Camera CompanyのRAW形式(RC8:1)になっています。RAWデータですが圧

縮されているためピクセルは高精細ではないことがあります。RED RAW形式なので編集ソフトで

色合いやコントラストを自由に非破壊のまま調整することができます。REDのRAW形式を扱うには

Adobe PremiereやFinal Cut Pro X、REDCINE-X(無料)などが必要です。 

RAW形式で色などを調整（現像／カラーグレーディング）すると以下のようになります。色合いな

どは自由に調整できますので、作成する映像に合わせて利用してください。 
 
●現像前 

 

 
●現像処理後（Adobe Premiere CS6を使用） 
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●色合いを調整 

 

 

  

映像のサムネールをクリックするとサンプル映像を確認できます。サンプル映像を見るにはApple
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社のQuickTimeが必要です。コーデックはH.264になっています。 
 
 
その他の映像素材に関しては以下のページに用意してあります。 

●     4K HD Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD Vertical Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD XAVC S(3840x2160、60p)

●     ハイビジョン(1920×1080、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60p)

●     ハイビジョン(1920×1080、30f)

●     ハイビジョン(1920×1080、24f)

●     ハイビジョン縦(1920×1080、60p)

●     3Dハイビジョン(1920×1080、60i)

サーバーの容量の関係で予告なく素材を削除したり差し替えることがあります。また、順番も入れ
替えるためURLが変わることがあります。あらかじめ、ご了承ください。トップページ（http://

www.openspc2.org/HDTV/）から閲覧してもらう方が安全です。 
 
全国ネットやBS/CATV、YouTube、ニコニコ動画、プロモーション映像、CM (コマーシャル映

像)、電子書籍、展示会映像、電子看板／デジタルサイネージ などで利用する場合でも特に連絡す

ることなく利用しても問題ありません。 
 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いします。  
 
■更新情報 
 
 
＊更新情報はブログ [更新情報]でもアナウンスしています。  

2005-2014 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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