
kiikurute mix テープ（残数2）1500円/本 ⾳ \1,500 - -

temarifu temarifu 死蔵データ集 画像 \200

wimp wimpのゆるゆるフォトグラメトリ（3Dデータ集） 100円/個 3Dデータ \500 - -

あたまがぐあんぐあん 新橋のぐあんぐあん フルセット1,500円 映像 \1,500 \309 \5

⿓村景⼀ ⿓村景⼀ 死蔵データ集（アゲ） 映像・画像 \205 - \13

⽥中勘太郎 ⽥中勘太郎 ⽳にまつわる映像 フルセット500円 映像 \500 - -

⽥中勘太郎 ⽥中勘太郎 ⼦猫にエンカウント フルセット1000円 映像 \1,000 \60 \1

ナルコ ⼩林耕平 ※時価 映像 - -

ナルコ ⼥⼦中学⽣ 50円/3秒 フルセット300円 映像 \300 \1,000 \17

ナルコ 修⾏中に出会った動物 10円/10秒 フルセット500円 映像 \500 \60 \1

ナルコ たて構図 30円/5秒 フルセット50円 映像 \50 \360 \6

ナルコ ドリナ川の映像 フルセット1,000円 ⼀本100円 映像 \1,000 - -

伊阪柊 利根川 初⽇の出_2011 50円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1500円 映像 \1,500 \50 \1

伊阪柊 バニュワンギからスラバヤへの移動 80円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1300円 映像 \1,300 \80 \1

伊阪柊 ビサキー寺院 90円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1500円 映像 \1,500 \90 \2

伊阪柊 紀伊半島、国道168号線 50円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1300円 映像 \1,300 \50 \1

伊阪柊 積乱雲の通過_2013 40円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 800円 映像 \800 \40 \1

伊阪柊 ソラリス海⾯造成過程 100円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1900円 映像 \1,900 \100 \2

伊阪柊 秘湯巡り_2013 80円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1100円 映像 \1,100 \80 \1

伊阪柊 雲仙普賢岳 80円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 900円 映像 \900 \80 \1

伊阪柊 五島列島 80円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1100円 映像 \1,100 \80 \1

伊阪柊 みなとみらいの地下世界の暮らし 20円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 500円 映像 \500 \20 \0

伊阪柊 チェルノブイリ 200円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1200円 映像 \1,200 \200 \3

伊阪柊 阿蘇カルデラでのアクティビティ_2012 80円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1500円 映像 \1,500 \80 \1

伊阪柊 ペンキ塗りの達⼈(奈良市) 50円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 900円 映像 \900 \50 \1

伊阪柊 素材(⽩い原⼦) 120円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 900円 映像 \900 \120 \2

伊阪柊 ⼟砂崩れシミュレーション 100円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1400円 映像 \1,400 \100 \2

伊阪柊 ⽣駒⼭解剖_2011 50円/分 ﾌﾙｾｯﾄ1200円 映像 \1,200 \50 \1

伊阪柊 ヴァンダの珈琲 40円/分 ﾌﾙｾｯﾄ 1000円 映像 \100 \40 \1

伊阪柊 陸前⾼⽥の喧嘩七⼣ 100円/分 フルセット1300円 映像 \1,300 \100 \2

伊阪柊 伊阪柊_⚠_各50⚠円_フルセット250円 映像 \250 - -

磯村暖 スナップチャット(⼼霊等) 10円/秒 フルセット180円 映像 \180 \600 \10

磯村暖 三河島に住むネパール⼈移⺠の歌 10円/秒 単品730円 映像 \730 \600 \10

磯村暖 シラパコーン⼤学ラップノーン〜名付けの儀式等 10円/秒 フルセット1,200円 映像 \1,200 \600 \10

磯村暖 屋根を作るガリヤン族 10円/秒 単品290円 映像 \290 \600 \10

磯村暖 磯村暖 ランプーン 10円/秒 単品750円 映像 \750 \600 \10

磯村暖 磯村暖 喋れないけど歌えるタイの幼⼦ 10円/秒 単品450円 映像 \450 \600 \10

磯村暖 HOME PARTY 10円/秒 フルセット3,670円 映像 \3,670 \600 \10

磯村暖 ⼤浦⾷堂のおばちゃんの⾥帰り 10円/秒 540円/本 映像 \540 \600 \10

奥祐司 北海道 10円/秒 フルセット500円 映像 \500 \10 \0

海野林太郎 海野林太郎 海中展 メンテナンス⾵景 10秒50円 フルセット1,800円 映像 \1,800 \600 \10

海野林太郎 海野映像の男たち〜カラオケ編〜 各３００円 フルセット ９００円  映像 \900 - -

海野林太郎 海野映像の男たち〜川編〜 写真⼀枚１００円 映像各２００円 フルセット１０００円 映像／写真 \1,000 - -

海野林太郎 陸前⾼⽥ 某寺 ⼀枚５０円 フルセット８００円 写真 \800 - -

海野林太郎 陸前⾼⽥ 盛り⼟ 1分100円 フルセット2000円 映像 \2,000 \100 \2

笠島久美⼦ じじい 各200円 映像 \400 - -

笠島久美⼦ こじょう君 各300円 映像 \1,800 - -

笠島久美⼦ ぴーちゃんとおじいちゃん各300円 映像 \600 - -

笠島久美⼦ わかめ漁 置⼿紙 1枚50円 写真 \100 - -

笠島久美⼦ ⽯巻⼩渕浜 11円/枚 フルセット77円 写真 \77 - -

笠島久美⼦ 俺は○○ 1動画500円 映像 \1,500 - -

笠島久美⼦ 男⼦中学⽣ 300円/本 映像 \600 - -

⾦藤みなみ 反魂⾹ミステイク素材 ※応相談 映像 - -

荒渡巌 ウズベキスタン⾼画質JPEG 100円/枚 フルセット1200円 写真 \1,200 \100 \2

荒渡巌 ⾃然景観 20円/分 フルセット1000円 映像 \1,000 \20 \0

荒渡巌 台湾の儀礼 100円/分 フルセット1500円 映像 \1,500 \100 \2

荒渡巌 バリの陶酔儀礼 100円/分 フルセット1500円 映像 \1,500 \100 \2

荒⽊晴⾹ 荒⽊晴⾹ 死蔵データ集 映像 \2,600 - -

荒⽊佑介 1966年の⾹港・台湾（撮影＝中沢道明） 100円/分 フルセット1000円 映像 \1,000 \100 \2

荒⽊佑介 荒⽊祐介 ピラミッド早降り男 100円 映像 \100 - -

⾼⾒澤峻介 ⿃類 2円/秒 フルセット1300円 映像 \1,300 \120 \2

⾼⾒澤峻介 ⼈類(主に⽇本⼈) 100円/分 1000円 映像 \1,000 \100 \2

⾼⾒澤峻介 ⾃然 2円/秒 フルセット500円  映像 \500 \120 \2

⾼⾒澤峻介 ⾞窓から 50円/分 フルセット300円 映像 \300 \50 \1

⾼⾒澤峻介 バイクで取⼿〜陸前⾼⽥ 50円/分 フルセット2500円 映像 \2,500 \50 \1

⾼⾒澤峻介 ⾼⾒澤峻介 VHSの落下映像 100円 映像 \100 - -
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⾼⽊健汰郎 ⾼⽊健太郎 死蔵データ集 （縦構図多め） 映像 \207 \66 \1

⼭岸耕輔 ⼭岸耕輔 ⼭とダンベル、お経と⽝、燃焼剤着⽕動画 など 映像 \1,800 - -

⼭⽥はじめ ⼭⽥はじめ 死蔵データ集 映像 \133 \200 \1

⼭内祥太 ⾳素材 100円/個 フルセット2000円 ⾳ \2,000 - -

⽔津拓海 (rhythmsift) ⽔津拓海 (rhythmsift) 死蔵データ集 画像 \200

⼤⼭⽇歩 ⼤⼭⽇歩 台湾タクシー君の名は100円 映像 \100 - -

⼤⼭⽇歩 ⼤⼭⽇歩 Google ストリートビュー⾵景500円 映像 \500 - -

⼤⼭⽇歩 ⼤⼭⽇歩-蟻_300円.mp4 映像 \300 - -

⼤和⽥俊 ⼤和⽥俊_裏声で歌へ_⼆酸化炭素破裂⾳_1⾳100円_100⾳セット2000円 ⾳ \2,000 - -

⽵内公太 ⽵内公太 死蔵データ集 映像・画像 \500 \660 \11

朝倉毅 朝倉毅 正拳突きetc 映像 \200 - -

⻑⾕川新 ⻑⾕川新 dive 500円 映像 \500 - -

⽥上碧 HDDに溜めている弾き語りの練習記録（各200円） ⾳ \2,000 - -

藤林悠 ⾷物等2015 100円／1枚 フルセット1500円 写真 \1,500 - -

藤林悠 ⾷物等2016 100円／1枚 フルセット6500円 写真 \6,500 - -

藤林悠 ねこ 100円／1枚 フルセット1000円 写真 \1,000 - -

藤林悠 朝 単品700円 写真 \700 \420 \7

藤林悠 ⾷物等2017 100円／1枚 フルセット2400円 写真 \2,400 - -

飯島モトハル ⽺羹ブロマイド 100円/枚 フルセット1000円 写真 \1,000 - -

飯島モトハル チーズパーティー 100円/枚 フルセット300円 写真 \300 - -

飯島モトハル スイーツカタログ 50円/枚 フルセット500円 写真 \500 - -

百頭たけし 仙台の思ひ出 100円/枚 フルセット1500円 写真 \1,500 - -

百頭たけし 百頭たけし 沖縄の思ひ出 100円/枚 フルセット700円 写真 \700 - -

表良樹 「瀬⼾内上空」50円.m4v, 表良樹「Tectonics」100円.m4v 映像 \150 - -

武⽥雄介 武⽥雄介 蝉 フル2500円 50円/分 映像 \2,500 \50 \1

堀江たくみ 堀江たくみ 死蔵データ集 画像 \400

和⽥昌宏 ディスコ（新彊ウイグル⾃治区トルファン市）（100円/10秒） 映像 \2,400 \600 \10

髙橋銑 髙橋銑 ⾊んな髙橋フルセット500円 映像 \500 - -

髙橋銑 髙橋銑＿趣味の録⾳フルセット1000円 ⾳ \1,000 \29 \0.48

⼤橋洋介 ⼤橋洋介 死蔵データ集 画像 \100 - -

百頭たけし 地下の思ひ出 画像 \500

海野林太郎 (PD)海野林太郎 300円 ドローンプラクティスA 映像 \300

海野林太郎 (PD)海野林太郎 300円 ドローンプラクティスB 映像 \300

海野林太郎 (PD)海野林太郎 300円 天使Ａ 映像 \300

伊阪柊 伊阪柊 ⼭陰⽕⼭系へのアクセスから回帰ゲートまでのプロセス 映像 \1,500 \120 \2


