
BackGround Video
WHITE BGV

素材ではない、鑑賞用著作権フリービデオで安心したいあなたへ。
申請も許諾も一切不要。購入後すぐ使える安心のWHITE BGVを —。

著作権フリーの鑑賞用動画

癒しのヒーリングBGVリスト



企業や法人で上映することに特化した鑑賞用著作権フリー映像

https://www.whitebgm.com/bgv/

待合室・エントランス・店内演出に―。

錦秋 -Autumn color carpet-

壮大に敷き詰められた秋色のカーペ
ット。木々達の秋の祭典。

中部地方の愛知・岐阜・富山・石川を南から中部地方の愛知・岐阜・富山・石川を南から
北へと縦断するこの地域が神秘的な昇り龍の
ように見えることより、「昇龍道」と名付け
られたプロジェクト。この「昇龍道」が美し
い黄金色に染まりました。滝や紅葉の絶景を
存分にお愉しみいただけます。

撮影地：白山白川郷ホワイトロード

4K HD

Schools of fish -The sea connects you to the world.-

透き通った海を優雅に回遊する魚た
ち。ファンタジックな海の世界。

広く青い海。透き通った美しい海の中は、魚
たちが優雅に回遊しているファンタジックな
海の世界。時間を忘れて見入ってしまうほど
のリラクゼーション映像です。 

撮影地：日本国内のダイビングスポット
（沖縄・和歌山・石川・福井・新潟・静岡）（沖縄・和歌山・石川・福井・新潟・静岡）

4K HD SD

桃源郷 －The Eden－

山々に堂々とそびえ立つ奇岩群を
ドローンで撮影

堂々とそびえ立つ奇岩群の上を自由に飛びま
わるドローン映像をお愉しみ頂けます。個人
鑑賞はもちろんですが、院内や待合室での癒
し映像として季節問わずおすすめです。

撮影地：奈良県石ヤ塔撮影地：奈良県石ヤ塔

4K HD

氷の羽衣－The crystal robe of an angel－

青空と美しい樹氷の絶景に癒される冬
のBGV。

壮大な山脈にふわりと覆いかぶさった『氷の羽
衣』。それは神様が冬という季節にだけわたし
たちに見せてくれた厳しくも美しい芸術。
キラキラと美しく輝く『樹氷』をドローン撮影
の映像でお愉しみください。

撮影地：三重県御在所岳,鈴鹿山脈,鎌ヶ岳撮影地：三重県御在所岳,鈴鹿山脈,鎌ヶ岳

4K HD

碧（あお） －Clear blue－

透き通る『碧』に溶けてゆく、
ほどけてゆく。

美しく地球を彩る、見たことがないような『美しく地球を彩る、見たことがないような『
みどり』のような『碧』。くすんで消えてし
まいそうだった心が、溶けてほどけてゆくよ
うな透き通る『碧』や、美しく力強い滝にか
かる虹をドローン撮影の映像でお愉しみくだ
さい。

撮影地：奈良県前鬼川,不動七重　他

4K HD SD

朱（あか） －Vermilion－

『朱』の不思議なパワー。
エネルギー。

奈良県黒滝村にある真っ赤な岩から成る『赤奈良県黒滝村にある真っ赤な岩から成る『赤
岩渓谷』に流れる黒滝川。渓谷のツヤツヤと
朱く輝く岩の間を、しとやかに、時にエネル
ギッシュに流れる清流映像は、ココロが洗わ
れ、生きるチカラを与えてくれます。

撮影地：奈良県赤岩渓谷

4K HD SD

申請も許諾も一切不要。購入後すぐ使える安心の商用鑑賞映像、WHITE BGVを—。
4KもフルHDも、すべて価格一律 9,790円(税込) で販売します。
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企業や法人で上映することに特化した鑑賞用著作権フリー映像

https://www.whitebgm.com/bgv/

待合室・エントランス・店内演出に―。

ocean －The beautiful sea around Okinawa.－

屈指の透明度を誇る数々のビーチを
空から眺めます。

日本が誇る美しい沖縄の離島。その透明度は日本が誇る美しい沖縄の離島。その透明度は
空からでも海の底まで見通せる程で、エメラ
ルドグリーンから濃いグランブルーへと落ち
て行くグラデーションは何度見ても目を奪わ
れます。 美しい海とBGMが日常を忘れさせ
てくれます。

撮影地：沖縄県渡嘉敷島,儀志布島 他

4K HD

AKARI －The bright light－

ヒーリングドローン映像。
灯台と美しい海が魅力。

広く青い海。船の上から海を覗くように、海広く青い海。船の上から海を覗くように、海
底が見えるほど透明度の高い海面を眺めなが
ら打ち寄せる波の音を聞いていると、泡立っ
た心が静かに凪いでいくようです。一日のど
の映像シーンを切り取ってもリラックスでき
そうな極上の時間を与えてくれます。

撮影地：三重県安乗灯台,大王崎灯台 他

4K HD SD

細雪 －The first snow－

冬の到来――。初雪がちらちら舞う
山の景色をドローン撮影。

山の頂に朝陽が昇り、朝の新鮮な空気をまと
った山々に陽の光が差し込みます。神々しい
景色とメディテーションなBGMが日々の疲
れた心を静めて無心になれるので、リフレッ
シュできそうです。

撮影地：山口県荒滝,布引の滝 他撮影地：山口県荒滝,布引の滝 他

4K HD SD

SHIZUKU－Water drops－

映像からも伝わってくる大量の
マイナスイオンでリフレッシュ。

つーっと雫が落ちてしっとり草木を濡らしつーっと雫が落ちてしっとり草木を濡らし
ていく。潤って苔むした森と木々の間から
陽光が差し込む風景は、ゆっくり時を刻ん
でいく大地の深い息吹が感じられ、自然と
深呼吸したようにリラックスさせてくれそ
うです。

撮影地：三重県六十尋滝 他

4K HD SD

楽園 －The paradise－

誰もがシアワセなキモチになる
ふんわりあたたかい楽園の世界。

まるでおとぎ話に出てくるような、一面にまるでおとぎ話に出てくるような、一面に
広がるお花畑と鳥のさえずり、ひらひらと
舞う蝶々。それはまるで幼い頃に想像した
「楽園」のよう。ほわっと心がほぐれてい
くような風景です。

撮影地：花畑, ルピナス畑,野生の藤 他

4K HD

桜花 -SAKURA JAPAN- 桜を追いかけて

平成最後の年に撮影した金沢の桜。

満開の時期が短く儚いのが魅力的な「桜」。
そっと触れたくなるほどの柔らかそうな花び
らは、4K撮影ならではの豊かな表現力によ
るものです。平成最後の年に撮影した桜をお
愉しみください。

撮影地：石川県内の桜スポット撮影地：石川県内の桜スポット

4K HD SD

申請も許諾も一切不要。購入後すぐ使える安心の商用鑑賞映像、WHITE BGVを—。
4KもフルHDも、すべて価格一律 9,790円(税込) で販売します。
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WHITE BGV とは？
株式会社ホワイトです。
私たちは著作権フリーの音楽と映像を販売しています。

どこにでも動画が溢れる世の中になりましたが、
動画は空間の雰囲気を変え、人の心を動かし、
日々の彩りを豊かにしてくれます。

個人が日常的に愉しむ動画と同じように個人が日常的に愉しむ動画と同じように
企業も安心して流せるBGVを私たちは提供します。
ぜひ、BGVでリラックス空間を演出して、
お客様だけではなく、スタッフの皆様も癒しを感じてください。
癒しのBGVは心を穏やかに、気持ちを明るくしてくれます。

ダイバーバブルズ

業務用ヒーリング映像
「マリンブルー」の第2弾。

幻想的な海の中で暮らす魚たちや悠々と泳ぐ幻想的な海の中で暮らす魚たちや悠々と泳ぐ
マンタ、ウミガメ、アシカの愛らしい表情に
癒されます。透明度が高い海なので、ダイバ
ーの泡がきらきらと上っていく光と影を存分
にお愉しみいただけます。

撮影地：モルディブ,ラパス,タオ,セブ 他

HD SD

チャーミングエンジェル

赤ちゃんやキッズの
かわいらしい表情がつまったBGV。

ハイハイ赤ちゃんの周りには楽しい仲間たち
が集まってきます。泣いたり、笑ったり、か
わいい子供たちの映像をお愉しみください。

HD SD

バニーマイラブ

お鼻をひくひくさせる
愛らしいうさぎのBGV。

ぴょこぴょこと愛らしいうさぎの赤ちゃん
や、木の上でくつろぐロップイヤーのうさ
ぎたち。愛らしい仕草に自然と顔がほころ
び、心が癒されます。

HD SD

マリンブルー

つぎつぎと現れる色鮮やかな熱帯魚
たち。ダイバーに人気のBGV。

ゆったりと浮遊するリラクゼーション映像
とBGMがなんとも心地良いものとなってい
ます。

撮影地：ロタホール,バリ,アンダマン海 他

HD SD

ワンダフルダックス

生まれたばかりのとてもかわいい
ミニチュアダックスフント。

にうとうと眠るかわいらしい子犬たち。ころにうとうと眠るかわいらしい子犬たち。ころ
ころ転がるように駆け回る子犬は見ていて飽
きません。犬好きの方にもおすすめ。ペット
ショップや、病院の待合室や、キッズルーム
などにもおすすめします。

HD SD

申請も許諾も一切不要。購入後すぐ使える安心の商用鑑賞映像、WHITE BGVを—。
4KもフルHDも、すべて価格一律 9,790円(税込) で販売します。
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著作権ってなに？著作権フリーとは？
著作権は著作物を保護するための権利です。音楽、イラスト、写真、そして動画や映像作品などすべての著作物に著作著作権は著作物を保護するための権利です。音楽、イラスト、写真、そして動画や映像作品などすべての著作物に著作
権があります。市販されているDVDやブルーレイにも、もちろん著作権があります。まだ知らない方も多いのですが、
市販DVDを無断で上映することは違法になります。「なんで？ちゃんと買ったから使用料払ってるんじゃないの？」と
思われる方もいらっしゃいますが、購入料金と著作権使用料は別です。市販DVDはあくまでも家庭用のもので、商用で
利用したい場合は、事前に映画会社などの権利者から許諾を得たり支払をすることが必要になります。市販DVDを違反
上映した場合は、権利者の「上映権」を侵害することになってしまいます。また著作権法第百二十四条第一項により、
損害賠償責任問題となります。市販DVDを無断で上映することはやめましょう。

企業や法人で映像上映することができるのは、業務用に許諾を得た商用利用可能な動画のみです。企業や法人で映像上映することができるのは、業務用に許諾を得た商用利用可能な動画のみです。
それが、私たちが提供する著作権フリーBGVです。

「鑑賞用ビデオって必要？」
「なくても困りはしない。
　でも、あったら全然違うんです。
　空間のプラスアルファになる。
　実際に流してみた人しか良さが分からない。」

センスが光る仕事をしてもらえそう。取引先からも好印象。

05

絵やポスターの
代わりに
BGVを

indo house plants

Look

仕事の疲れやストレス解消に最適。ナチュラルで穏やかな時間を。

毎日を過ごす
オフィスに
BGVを

03office space Look

会議が始まるまでの間や、プレゼンの合間に心地よい空気を。

テレビ会議の
背景の色どりに
BGVを

04video conferencing 

Look

待ち時間でもゆったりとした気持ちに。退屈させない空間を作ります。

待合室の
おもてなしに
BGVを

waiting room01
Look

マンションの入居者や訪問者に明るい気持ちになってもらえたら。

エントランスの
雰囲気作りに
BGVを

02entrance space Look

購入されたお客様のご利用場所は様々です。環境映像で、心地よさとともに空間のイメージもパッと明るくなります。
人と人が行き交う場所には、動きや音のない無空間よりも、緩やかな時間が流れる空間の方が気まずさも軽減され、
誰もが居心地の良さを感じることができます。意識しなくても癒される空間を演出してみましょう。

BGVの利用場所って？
どんな場所に流したらいいの？

WHITE BGV
BackGround Video


