
随時更新しています  twitter→ https://twitter.com/massmerumaga
メルマガ「マスコミ就職のめるまが」購読はこちら→ http://www.mag2.com/m/0000021326.html

締切日順に並んでる版はこちら→ http://hccweb5.bai.ne.jp/watti/2019simekiri.pdf
インターンシップ情報はこちら→ http://hccweb5.bai.ne.jp/watti/intern.xlsx

http://hccweb5.bai.ne.jp/watti/NHK2019.pdf 質問箱回答用twitter→ https://twitter.com/watti_qanda

地方 県名 放送局名 募集職種
アナウン
サー採用
の有無

締切 URL 備考

0 全国 全国 NHK(全国職員) ディレクター他 ○ 4月19日 http://www.nhk.or.jp/saiyo/teiki/ イベント(説明会など)受付中(説明会は先着、業務別セッションなどは抽選

0 全国 全国 NHK(地域職員) ディレクター他 ○ 4月19日 http://www.nhk.or.jp/saiyo/teiki/information/work.html イベント(説明会など)受付中(説明会は先着、業務別セッションなどは抽選

0 全国 全国 NHK 企画制作、技術他 7月23日 http://www.nhk.or.jp/saiyo/ 秋採用

1 全国 全国 WOWOW 総合職 3月23日 https://corporate.wowow.co.jp/recruit/info/ 説明会マイページから。
1 全国 全国 BS11(日本BS放送) 総合職 4月17日 http://www.bs11.jp/recruit2019/ webセミナー3/9・12・15
1 全国 全国 BS-TBS 総合職 5月15日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp93171/outline.html 先輩社員との交流会3/22・23・24・26・27東京開催
1 全国 全国 BS-TBS 総合職 9月7日 http://www.bs-tbs.co.jp/ 秋採用
1 全国 全国 BS日テレ 総合職 6月28日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp112049/outline.html書類7/4締切。グループ説明会3/24・25開催。4/23web説明会
1 全国 全国 BSジャパン
1 全国 全国 BSフジ 総合職 6月1日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp107898/outline.html締切6/1 8：59締切
1 全国 全国 BS朝日 総合職 5月21日 http://www.bs-asahi.co.jp/company/recruit_info/ グループ説明会3/6開催

10 北海道 北海道 北海道テレビ 一般職(技術) 1月30日 https://www.htb.co.jp/htb/saiyou/newgraduate.html
10 北海道 北海道 札幌テレビ アナウンサー職 ○ 2月16日 http://www.stv.ne.jp/info/saiyou/index.html アナウンサー説明会2/3東京
10 北海道 北海道 北海道テレビ 一般職(総合) 2月21日 http://www.htb.co.jp/htb/saiyou/newgraduate_02.html
10 北海道 北海道 札幌テレビ 一般技術職 3月9日 http://www.stv.ne.jp/info/saiyou/index.html 説明会2/24札幌2/25東京2/26京都
10 北海道 北海道 北海道テレビ 一般(技術) 3月15日 https://www.htb.co.jp/htb/saiyou/newgraduate.html 追加募集
10 北海道 北海道 北海道文化放送 総合職 3月19日 http://uhb.jp/recruit2019 書類3/20締切。説明会3/8京都3/9東京3/13札幌
10 北海道 北海道 北海道文化放送 アナウンサー職 ○ 2月8日 https://uhb.jp/recruit2019/recruitinfo/
10 北海道 北海道 北海道放送 一般職 ○ 3月19日 http://www.hbc.co.jp/entry/ 説明会2/24札幌 TBSグループ説明会3/14東京
10 北海道 北海道 テレビ北海道 総合職 4月2日 http://www.tv-hokkaido.co.jp/company/recruit/ 説明会3/3・17札幌 アナウンサー・技術なし
10 北海道 北海道 STVラジオ 総合職 5月16日 http://www.stv.jp/radio/info/saiyou/index.html
10 北海道 北海道 NHK函館局 キャスターリポーター ○ 12月4日 http://www.nhk.or.jp/hakodate/recruit/ 選考12/15 
10 北海道 北海道 NHK札幌局 キャスターリポーター ○ 12月7日 https://www.nhk.or.jp/sapporo/articles/slug-nf2137b207578 選考12/22
10 北海道 北海道 NHK帯広局 キャスターリポーター ○ 2月4日 http://www.nhk.or.jp/obihiro/images/top/casterboshu.pdf 選考2/16
20 東北 宮城 仙台放送 総合職(アナ) ○ 2月16日 http://www.ox-tv.co.jp/company/recruit2019/recruit2019.html
20 東北 宮城 東日本放送 アナウンサー職 ○ 3月3日 http://www.khb-tv.co.jp/recruit/saiyou/requirements.html OpenES動画3/4締切
20 東北 宮城 宮城テレビ 総合職(アナ) ○ 3月21日 http://www.mmt-tv.co.jp/recruit/
20 東北 宮城 仙台放送 総合職(一般) 3月23日 http://www.ox-tv.co.jp/company/recruit2019/recruit2019.html書類は3/25締切 説明会3/8仙台3/23東京
20 東北 宮城 東北放送 総合職(一般アナ) ○ 3月31日 http://www.tbc-sendai.co.jp/07whats/recruit/index.html
20 東北 宮城 東日本放送 総合職 4月14日 http://www.khb-tv.co.jp/recruit/saiyou/requirements.html OpenES4/15締切
20 東北 宮城 宮城テレビ 総合職(一般) 4月14日 http://www.mmt-tv.co.jp/recruit/
20 東北 宮城 宮城テレビ 総合職(アナ)秋採用 ○ 10月21日 http://www.mmt-tv.co.jp/recruit/recruit/2019autumn.html 既卒は経験者のみ募集
21 東北 青森 青森テレビ 総合職 3月31日 http://www.atv.jp/recruit2019/ 書類4/13締切。説明会3/15青森3/16東京
21 東北 青森 青森朝日放送 総合職 5月14日 http://www.aba-net.com/saiyo/
21 東北 青森 青森放送 制作報道技術他 5月21日 http://www.rab.co.jp/event/h31recruit
21 東北 青森 青森放送 アナウンサー職 ○ 6月11日 http://www.rab.co.jp/event/h31recruit_announcer
21 東北 青森 NHK青森局 キャスターリポーター ○ 12月12日 http://www.nhk.or.jp/aomori/station_info/caster.html 選考12/23
22 東北 岩手 テレビ岩手 アナウンサー職 ○ 4月6日 http://www.tvi.jp/information/2019recruit.html 説明会3/13岩手
22 東北 岩手 テレビ岩手 一般技術職 4月16日 http://www.tvi.jp/information/2019recruit.html 説明会3/13岩手
22 東北 岩手 岩手放送 アナウンサー職 ○ 4月30日 http://www.ibc.co.jp/about/recruit/ 説明会4/22岩手
22 東北 岩手 岩手放送 一般職 5月18日 http://www.ibc.co.jp/about/recruit/ 説明会4/22岩手
22 東北 岩手 岩手朝日テレビ 総合職 7月20日 http://www.iat.co.jp/recruit-3-2/ アナウンサー除く募集。書類7/26締切
22 東北 岩手 岩手めんこいテレビ アナウンサー兼記者 ○ 9月7日 http://www.menkoi-tv.co.jp/company/saiyo/index.html
22 東北 岩手 NHK盛岡局 キャスターリポーター ○ 11月28日 http://www.nhk.or.jp/morioka/bosyuu/caster.html 選考12/9
23 東北 秋田 秋田テレビ 総合職(一般技術) 3月23日 http://www.akt.co.jp/corporate/saiyo

※他の就職サイトの無断転載お断りします。

※2月をもって更新終了予定です
2019年入社 テレビラジオ採用情報一覧 
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23 東北 秋田 秋田朝日放送 総合・アナウンサー ○ 5月21日 http://www.aab-tv.co.jp/corporation/recruit/
23 東北 秋田 秋田朝日放送 総合職 8月20日 http://www.aab-tv.co.jp/corporation/recruit/entry-675/
23 東北 秋田 秋田放送 総合・アナウンサー ○ 5月31日 http://www.akita-abs.co.jp/info/recruit-h31saiyo.htm 会社見学5/11までの平日対応
23 東北 秋田 秋田放送 総合職 10月5日 https://www.akita-abs.co.jp/info/recruit2019-aki.htm 秋採用
23 東北 秋田 NHK秋田局 キャスターリポーター ○ 11月20日 https://www.nhk.or.jp/akita/station_info/saiyou/caster.html 選考12/1
24 東北 山形 テレビユー山形 総合職 5月19日 http://www.tuy.co.jp/contents/recruit/ 説明会3/11山形3/14東京 3/26～5/19受付
24 東北 山形 テレビユー山形 総合職アナウンサー ○ 8月10日 http://www.tuy.co.jp/contents/recruit/
24 東北 山形 山形放送 総合職 5月31日 http://www.ybc.co.jp/copo/saiyo/
24 東北 山形 山形テレビ 一般技術職 5月31日 http://www.yts.co.jp/contents/company/cat23/
24 東北 山形 さくらんぼテレビ 総合、技術、アナ職 ○ 8月20日 https://job.rikunabi.com/2019/company/r888130084/ 総合、技術、アナウンサー兼記者職(18/6/21募集追加)の採用
25 東北 福島 テレビユー福島 総合職 4月6日 http://www.tuf.co.jp/recruit/recruit_bosyu.php?id=38 説明会3/17・18東京3/24・25福島 アナウンサー募集なし
25 東北 福島 テレビユー福島 契約アナウンサー ○ 2月13日 http://www.tuf.co.jp/recruit/recruit_bosyu.php
25 東北 福島 福島テレビ 総合職 4月10日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r952600043/ 会社説明会3/6・10・12・20東京3/23・28福島 アナウンサー募集なし
25 東北 福島 福島テレビ アナウンサー ○ 10月18日 http://www.fukushima-tv.co.jp/job/index.html
25 東北 福島 福島テレビ 総合職 11月22日 http://www.fukushima-tv.co.jp/job/index.html#421
25 東北 福島 福島中央テレビ 総合、技術職 4月14日 http://www.fct.co.jp/outline/recruit/ 説明会3/9・10・16・17・31・4/1東京3/15・4/11福島、アナ採用なし

25 東北 福島 福島中央テレビ 総合職 7月27日 https://job.rikunabi.com/2019/company/r131230088/employ/秋採用。リクナビ7/27締切の後OpenES7/29締切。
25 東北 福島 福島放送 総合職 4月15日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r881310018/ 3/15～4/15受付 アナウンサー募集なし
25 東北 福島 福島放送 契約アナウンサー ○ 2月12日 https://www.kfb.co.jp/recruit/jobs/ana.html
25 東北 福島 NHK福島局 番組出演者 ○ 11月28日 http://www.nhk.or.jp/fukushima/boshu/caster.html 選考12/8、キャスターリポーター、キャスター募集(併願可)
25 東北 福島 福島中央テレビ アナウンサー職 ○ 12月13日 http://www.fct.co.jp/outline/recruit/recruitment/
25 東北 福島 ラジオ福島 契約アナウンサー ○ 2月18日 http://www.rfc.jp/entry2019/
30 関東 東京 フジテレビ アナウンサー職 ○ 10月23日 http://www.fujitv.co.jp/saiyo/recruit/index.html ※エントリー最速2017/9/25～2017/10/23
30 関東 東京 テレビ朝日 アナウンサー職 ○ 11月13日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/
30 関東 東京 TBSテレビ アナウンサー職 ○ 11月20日 http://www.tbs.co.jp/job/
30 関東 東京 日本テレビ アナウンス部門 ○ 11月27日 http://www.ntv.co.jp/jinji/ 冬採用
30 関東 東京 日本テレビ アナウンス部門 ○ 6月5日 http://www.ntv.co.jp/jinji/topics/archives/000400.html 夏採用。書類6/6締切
30 関東 東京 日本テレビ 放送総合部門 6月26日 http://www.ntv.co.jp/jinji/recruit/ 夏採用。動画6/27正午締切
30 関東 東京 日本テレビ 技術部門 6月26日 http://www.ntv.co.jp/jinji/recruit/ 夏採用。説明会6/19開催
30 関東 東京 テレビ朝日 番組制作ビジネス 12月1日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/
30 関東 東京 テレビ朝日 技術 12月1日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/
30 関東 東京 テレビ朝日 デジタル企画 12月1日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/
30 関東 東京 テレビ東京 アナウンス職 ○ 1月5日 http://www.tv-tokyo.co.jp/jinji/
30 関東 東京 テレビ東京 アナウンサーセミナー○ 10月31日 http://hccweb5.bai.ne.jp/watti/tv-tokyo.pdf 19・20卒用、セミナー11/11開催
30 関東 東京 フジテレビ 美術・他 1月10日 http://www.fujitv.co.jp/saiyo/recruit/index.html 美術デジタルクエイター職
30 関東 東京 フジテレビ 技術職 1月10日 http://www.fujitv.co.jp/saiyo/recruit/index.html 大学生対象。インターンシップ
30 関東 東京 日本テレビ 放送総合 1月11日 http://www.ntv.co.jp/jinji/ 冬採用
30 関東 東京 TBSテレビ 一般職 1月11日 http://www.tbs.co.jp/job/
30 関東 東京 TBSテレビ 一般職 8月16日 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/2019_summer.html 夏採用。制作報道部門他採用
30 関東 東京 フジテレビ 一般職 1月15日 http://www.fujitv.co.jp/saiyo/recruit/index.html
30 関東 東京 TBSテレビ 技術職 1月31日 http://www.tbs.co.jp/job/
30 関東 東京 TBSテレビ ビジュアルデザイン職 2月9日 http://www.tbs.co.jp/job/
30 関東 東京 日本テレビ 技術部門 3月5日 http://www.ntv.co.jp/jinji/ 冬採用
30 関東 東京 エル・ファクトリー アナウンサー職 ○ 3月14日 http://lfactory.jp/recruit_2019/ ※ニッポン放送関連会社での募集
30 関東 東京 ニッポン放送 総合職 3月14日 http://www.jolf.co.jp/company/recruit/
30 関東 東京 文化放送 一般職 3月23日 http://www.joqr.co.jp/saiyou2019_nextbreakers/index_pc.html
30 関東 東京 東京MXテレビ 総合職 ○ 3月31日 http://s.mxtv.jp/recruit/recruit.php
30 関東 東京 TOKYO FM 総合職 4月6日 http://www.tfm.co.jp/saiyo/newgraduate/screening.html
30 関東 東京 日経ラジオ社 アナウンサー ○ 6月25日 http://www.radionikkei.jp/about/recruit/
30 関東 東京 テレビ東京 一般技術職 4月6日 http://www.tv-tokyo.co.jp/jinji/
30 関東 東京 テレビ朝日 アナウンサー職 ○ 9月3日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/ 後期採用。動画あり。2/15告知。エントリー期間7/1～9/3正午
30 関東 東京 テレビ朝日 番組制作ビジネス 9月3日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/ 後期採用
30 関東 東京 テレビ朝日 技術 9月3日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/ 後期採用
30 関東 東京 テレビ朝日 デジタル企画 9月3日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/ 後期採用
30 関東 東京 多摩ケーブルネットワーク キャスター等 ○ 3月5日 http://www.t-net.ne.jp/201902_caster.pdf
31 関東 神奈川 テレビ神奈川 一般職 5月31日 http://www.tvk-yokohama.com/saiyou2019/ アナウンサー、技術なし、書類6/4 12時締切
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32 関東 栃木 とちぎテレビ
32 関東 栃木 NHK宇都宮局 番組リポーター ○ 11月27日 http://www.nhk.or.jp/utsunomiya/recruit/2019reporter.pdf 選考12/9
33 関東 埼玉 テレビ埼玉 総合職 4月25日 http://www.teletama.jp/jinji/entry2019.html アナウンサー採用なし
33 関東 埼玉 エフエムナックファイブ 総合職 4月30日 http://nack5.co.jp/recruit2019/
34 関東 千葉 チバテレビ 総合職(一般技術) 6月8日 http://www.chiba-tv.com/saiyo2019/index.html 受付5/1～6/8。会社説明会 一般4/25・5/9、技術4/21
35 関東 新潟 新潟テレビ21 アナウンサー ○ 3月30日 http://www.uxtv.jp/recruit/ 書類3/31締切
35 関東 新潟 新潟テレビ21 アナウンサー ○ 8月30日 http://www.uxtv.jp/recruit/ 後期採用。エントリーシート8/31締切
35 関東 群馬 群馬テレビ 一般職 5月11日 https://www.gtv.co.jp/company/employment.html
35 関東 群馬 エフエム群馬 総合職 11月2日 http://www.fmgunma.com/kaisya/12.php
35 関東 群馬 NHK前橋局 リポーター ○ 1月18日 http://www.nhk.or.jp/maebashi/staff2019.html 選考1/26
36 関東 新潟 NHK新潟局 キャスターリポーター ○ 12月3日 https://www.nhk.or.jp/niigata/ 選考12/8
36 関東 新潟 テレビ新潟 アナウンサー職 ○ 3月21日 http://www.teny.co.jp/company_info/saiyo.html 書類・動画3/25締切
36 関東 新潟 新潟放送 総合職 ○ 3月31日 http://www.ohbsn.com/corporate/recruit/
36 関東 新潟 新潟テレビ21 総合職 4月5日 http://www.uxtv.jp/recruit/ 書類4/6締切
36 関東 新潟 テレビ新潟 総合職 4月13日 http://www.teny.co.jp/company_info/saiyo.html
36 関東 新潟 新潟総合テレビ 総合職 4月14日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r625500082/
36 関東 新潟 新潟総合テレビ アナウンサー職 ○ 6月16日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r625500082/ 受付5/28～6/16。リクナビ、OpenES締切契約社員アナウンサー採用
36 関東 新潟 新潟総合テレビ アナウンスインターン ○ 4月25日 https://www.nsttv.com/company/recruit13.php 大学4年生対象。5/2・3実施
36 関東 新潟 新潟総合テレビ 総合職 ○ 10月3日 https://www.nsttv.com/company/recruit15.php 二次募集
37 関東 茨城 NHK水戸局 キャスターリポーター ○ 12月6日 http://www.nhk.or.jp/mito/station_info/recruite/caster.html 選考12/16
37 関東 茨城 茨城放送 アナウンサー一般職 ○ 11月19日  http://www.ibs-radio.com/
37 関東 茨城 茨城放送 番組レポーター ○ 1月31日 https://www.ibs-radio.com/post_info/47926-2/
38 関東 山梨 山梨放送 アナウンサー職 ○ 4月10日 https://www.sannichi-ybs.co.jp/saiyou/list/2019-an 東京4/10・11甲府4/13・14書類を持参(事前に来社予約必要)
38 関東 山梨 山梨放送 放送記者他 5月25日 https://www.sannichi-ybs.co.jp/saiyou/list/2019-spring 5/20～24甲府25東京で書類持参(山梨県内在住、出身者限定)グループ採用

38 関東 山梨 山梨放送 放送記者他秋採用 9月29日 https://www.sannichi-ybs.co.jp/saiyou/list/2019-autumn 9/26東京、9/27～29本社で書類持参(山梨県内在住、出身者限定)グループ採用

38 関東 山梨 エフエム富士 総合職 ○ 5月31日 http://www.fmfuji.co.jp/topics/768/ 5/1～31受付
38 関東 山梨 テレビ山梨 総合職技術職 5月22日 http://www.uty.co.jp/company/recruit.php 5/1～22受付
38 関東 山梨 テレビ山梨 総合職技術職 10月26日 http://www.uty.co.jp/company/recruit_2019.php 秋採用。10/1～26受付
38 関東 山梨 テレビ山梨 アナウンサー職 ○ 8月24日 http://hccweb5.bai.ne.jp/watti/uty.pdf
38 関東 山梨 NHK甲府局 キャスターリポーター ○ 10月22日 http://www.nhk.or.jp/kofu/reqruit/caster.html 選考10/28
40 中部 愛知 名古屋テレビ アナウンサー職 ○ 1月21日 http://www.nagoyatv.com/saiyo/recruit/
40 中部 愛知 中部日本放送 総合職 2月16日 http://hicbc.com/tv/corporation/saiyou/
40 中部 愛知 中京テレビ 技術職 3月7日 http://www.ctv.co.jp/saiyo2019/
40 中部 愛知 東海テレビ 一般(総合職) 3月9日 http://tokai-tv.com/saiyou2019/
40 中部 愛知 中京テレビ 一般職 3月9日 http://www.ctv.co.jp/saiyo2019/
40 中部 愛知 名古屋テレビ 一般技術職 3月11日 https://www.nagoyatv.com/saiyo/recruit/
40 中部 愛知 中京テレビ アナウンサー職 ○ 3月12日 http://www.ctv.co.jp/saiyo2019/
40 中部 愛知 テレビ愛知 総合職 4月10日 http://tv-aichi.co.jp/tva/saiyo/2019/entry_2019.html アナウンサー募集なし。
40 中部 愛知 東海テレビ 技術(総合職) 4月13日 http://tokai-tv.com/saiyou2019/
40 中部 愛知 CBCラジオ 総合職 4月20日 http://hicbc.com/radio/corporation/saiyou/
40 中部 愛知 CBCラジオ レポートドライバー 9月7日 https://hicbc.com/radio/corporation/repodora/youkou.htm 契約社員。1年毎の契約で、最長4年。
40 中部 愛知 CBCラジオ 総合職 11月9日 https://hicbc.com/radio/corporation/saiyou/ 秋採用
40 中部 愛知 東海ラジオ
40 中部 愛知 エフエム愛知 総合職 ○ 5月22日 https://fma.co.jp/p/company/saiyo/
40 中部 愛知 ZIPFM 総合職 8月10日 http://zip-fm.co.jp/company/recruit/2019.asp
40 中部 愛知 NHK名古屋局 キャスターリポーター ○ 11月19日 https://www.nhk.or.jp/nagoya/station_info/wanted_caster_reporter_detail/index.html選考12/1
41 中部 静岡 静岡朝日テレビ アナウンサー職 ○ 3月6日 http://www.satv.co.jp/0900recruit/0020recruitment/newgrad_an/ ES・動画3/9締切
41 中部 静岡 静岡第一テレビ アナウンサー職 ○ 3月30日 https://www.tv-sdt.co.jp/company/recruit/ana/ 書類4/2締切
41 中部 静岡 静岡第一テレビ 総合職 3月30日 https://www.tv-sdt.co.jp/company/recruit/sougou/ 書類4/2締切
41 中部 静岡 テレビ静岡 総合職 4月2日 http://www.sut-tv.com/recruit/ アナウンサー職採用なし 書類4/9締切
41 中部 静岡 静岡朝日テレビ 総合職 4月3日 http://www.satv.co.jp/0900recruit/0020recruitment/newgrad/ 春採用。ES4/5締切
41 中部 静岡 静岡朝日テレビ 総合職 6月22日 http://www.satv.co.jp/0900recruit/0020recruitment/ 夏採用。ES6/26締切
41 中部 静岡 静岡放送 総合職 4月3日 http://www.at-s.com/blogs/recruit/recruit/1072438.html webエントリーの後静岡4/3・4・5 東京4/6・8来社。説明会3/20東京
41 中部 静岡 静岡放送 総合職 8月6日 http://www.at-s.com/blogs/recruit/recruit/1074998.html 夏採用。8/6までに書類郵送。営業、放送部門他採用
41 中部 静岡 静岡放送 アナウンサー職 ○ 11月9日 http://www.at-s.com/blogs/recruit/recruit/1076306.html
41 中部 静岡 NHK静岡局 キャスターリポーター ○ 11月20日 http://www.nhk.or.jp/shizuoka/others/file/caster_bosyu.pdf 選考12/1
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41 中部 静岡 NHK静岡局 キャスターリポーター ○ 2月12日 http://www.nhk.or.jp/shizuoka/
41 中部 静岡 Ｋ－ｍｉｘ 総合職 6月20日 https://www.k-mix.co.jp/company/recruit
42 中部 富山 富山テレビ 総合職 ○ 4月2日 http://www.bbt.co.jp/saiyou/
42 中部 富山 北日本放送 総合職 ○ 4月5日 http://www.knb.ne.jp/recruit/detail/?sid=12 東京、大阪受験者は3/23書類締切(本社は4/6)webエントリー4/5迄
42 中部 富山 チューリップテレビ 総合職 ○ 4月20日 http://www.tulip-tv.co.jp/company/recruit.html
42 中部 富山 NHK富山局 キャスターリポーター ○ 11月21日 http://www.nhk.or.jp/toyama/station_info/h31_caster_bosyu.pdf選考12/2
43 中部 石川 北陸朝日放送 総合職 4月1日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r348900023/ 書類4/6締切
43 中部 石川 北陸放送 総合職 ○ 4月19日 http://www.mro.co.jp/corporate/recruit/ 書類受付3/19～4/19
43 中部 石川 北陸放送 契約アナウンサー ○ 2月4日 http://www.mro.co.jp/corporate/recruit/ana/
43 中部 石川 石川テレビ 総合職 ○ 4月23日 https://job.rikunabi.com/2019/company/r706200092/ 会社説明会3/23石川3/24東京 書類4/26締切
43 中部 石川 石川テレビ アナウンサー職 ○ 7月12日 https://job.rikunabi.com/2019/company/r706200092/ 書類7/13締切。
43 中部 石川 テレビ金沢 総合職 ○ 5月31日 http://www.tvkanazawa.co.jp/topics/recruit2018.html
43 中部 石川 テレビ金沢 総合職 11月14日 http://www.tvkanazawa.co.jp/topics/recruit.html
43 中部 石川 テレビ金沢 契約アナウンサー ○ 11月14日 http://www.tvkanazawa.co.jp/topics/recruit.html
43 中部 石川 NHK金沢局 キャスターリポーター ○ 11月20日 http://www.nhk.or.jp/kanazawa/images/pdf/1018bosyuu.pdf 選考12/2
44 中部 長野 NHK長野局 キャスターリポーター ○ 12月10日 https://www.nhk.or.jp/nagano/station_info/staff/staff_201811caster.html選考1/12
44 中部 長野 信越放送 総合職 ○ 3月19日 http://sbc21.co.jp/recruit/
44 中部 長野 長野放送 一般職 3月21日 https://www.nbs-tv.co.jp/company/recruit
44 中部 長野 テレビ信州 総合職 3月23日 https://www.tsb.co.jp/tsb-info/recruit/19new-index.html 書類3/25締切
44 中部 長野 テレビ信州 総合職（秋採用） 8月20日 https://www.tsb.jp/tsb-info/recruit/19new-index.html 書類8/23締切
44 中部 長野 長野朝日放送 総合職 ○ 3月26日 http://www.abn-tv.co.jp/recruit/
44 中部 長野 コミュニティテレビこもろ キャスター兼記者 ○ 9月30日 https://www.ctk23.ne.jp/?p=23067
45 中部 福井 福井テレビ 一般職 ○ 4月13日 http://www.fukui-tv.co.jp/company_saiyou.html
45 中部 福井 福井放送 総合職 ○ 4月27日 http://www2.fbc.jp/fbc_saiyou/ マイナビ4/27正午締切、書類5/1締切
45 中部 福井 福井放送 総合職 ○ 1月31日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp100103/outline.html書類2/4
45 中部 福井 NHK福井局 キャスターリポーター ○ 11月12日 https://www.nhk.or.jp/fukui/station_info/staff/caster_201810.html選考11/24
46 中部 三重 三重テレビ 総合職 5月7日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r305310009/ 技術、アナウンサー除く
46 中部 三重 三重テレビ 技術職 7月31日 http://www.mietv.com/company/adoption.html
46 中部 三重 三重テレビ アナウンサー職 ○ 9月30日 http://www.mietv.com/company/adoption.html
46 中部 三重 エフエム三重 契約アナウンサー ○ 10月31日 https://fmmie.jp/company/2018/10/post-57.php
46 中部 岐阜 岐阜放送 総合職 ○ 5月23日 http://www.zf-web.com/company/jobs/
46 中部 岐阜 NHK岐阜局 キャスターリポーター ○ 11月26日 https://www.nhk.or.jp/gifu/bosyu/caster/index.html 選考12/8～9
46 中部 岐阜 ジーチャンス 報道スタッフ(記者、アナ)○ 12月21日 https://www.zf-web.com/company/jobs/
50 近畿 大阪 讀賣テレビ アナウンス部門 ○ 11月27日 http://www.ytv.co.jp/saiyo/
50 近畿 大阪 関西テレビ アナウンスコース ○ 12月20日 https://www.ktv.jp/recruit/
50 近畿 大阪 朝日放送 アナウンス部門 ○ 12月21日 http://www.asahi.co.jp/saiyo/ 書類12/22締切(郵送)
50 近畿 大阪 関西テレビ 一般技術(１期) 1月6日 https://www.ktv.jp/recruit/ 書類1/8締切
50 近畿 大阪 毎日放送 技術職 1月9日 http://www.mbs.jp/recruit/
50 近畿 大阪 毎日放送 アナウンスコース ○ 1月15日 http://www.mbs.jp/recruit/
50 近畿 大阪 毎日放送 一般職夏採用 7月18日 https://www.mbs.jp/recruit/entry/
50 近畿 大阪 朝日放送 総合職 1月20日 http://www.asahi.co.jp/saiyo/ 書類1/21締切
50 近畿 大阪 讀賣テレビ 一般技術コース 1月22日 http://www.ytv.co.jp/saiyo/
50 近畿 大阪 毎日放送 一般職 1月31日 http://www.mbs.jp/recruit/
50 近畿 大阪 毎日放送 ITエンジニアコース 2月9日 http://www.mbs.jp/recruit/
50 近畿 大阪 朝日放送 技術部門 2月16日 http://www.asahi.co.jp/saiyo/
50 近畿 大阪 関西テレビ 一般技術(２期) 2月19日 https://www.ktv.jp/recruit/ 書類2/21締切
50 近畿 大阪 テレビ大阪 総合職 4月6日 http://www.tv-osaka.co.jp/qzin/saiyo2019/
50 近畿 大阪 関西テレビ 一般技術(３期) 6月26日 https://www.ktv.jp/recruit/ 書類6/28締切。
51 近畿 兵庫 サンテレビ 総合職 5月11日 http://sun-tv.co.jp/recruit2019 アナウンサー採用なし。本エントリー3/27～5/11
51 近畿 兵庫 NHK神戸局 キャスターリポーター ○ 11月20日 https://www.nhk.or.jp/kobe/news/2019boshu.html 選考12/1
52 近畿 京都 京都放送 総合職技術職 8月20日 http://www.kbs-kyoto.co.jp/contents/information/2018/info_082639.htm 中途採用もエントリー中(9/14締切)
52 近畿 京都 NHK京都局 キャスターリポーター ○ 11月9日 http://www.nhk.or.jp/kyoto/caster/2019_03_casterreporter.html 選考11/23
53 近畿 滋賀 びわ湖放送
53 近畿 滋賀 NHK大津局 キャスターリポーター ○ 11月28日 http://www.nhk.or.jp/otsu/recruit/ 選考12/2
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54 近畿 奈良 奈良テレビ 総合職・技術職 〇 6月17日 http://www.naratv.co.jp/tvninfo/saiyo.html アナウンス専門職として募集はないが総合職（報道制作）にアナウンス業務あり

54 近畿 奈良 NHK奈良局 リポーター 〇 11月28日 http://www.nhk.or.jp/nara/anacas_boshu/index.html 選考12/8
55 近畿 和歌山 テレビ和歌山
55 近畿 和歌山 NHK和歌山局 キャスターリポーター ○ 11月30日 http://www.nhk.or.jp/wakayama/staff/caster/index.html 選考12/15 リポーター、募集と分けて募集(併願可)
60 中国 広島 テレビ新広島 総合職 3月22日 http://www.tss-tv.co.jp/saiyou/req.html
60 中国 広島 テレビ新広島 総合職 8月10日 http://www.tss-tv.co.jp/saiyou/req.html 秋採用
60 中国 広島 中国放送 一般職 ○ 3月23日 http://www.rcc.co.jp/saiyou/ 会社説明会3/7東京(締切済)
60 中国 広島 RCCフロンティア ラジオカーリポーター ○ 2月12日 https://www.rccf.co.jp/recruit/entry-74.html
60 中国 広島 広島ホームテレビ 総合職 3月25日 http://home-tv.co.jp/company/saiyo/graduaterec.php
60 中国 広島 広島テレビ 総合職 3月26日 http://www.htv.jp/recruit/index.html アナ職採用なし
60 中国 広島 広島テレビ 総合職 8月31日 http://www.htv.jp/recruit/index.html
61 中国 岡山香川 瀬戸内海放送 総合職 ○ 3月24日 http://www.ksb.co.jp/company/recruit/index.php
61 中国 岡山香川 瀬戸内海放送 総合職(夏採用) ○ 6月18日 http://www.ksb.co.jp/company/recruit/index.php
61 中国 岡山香川 岡山放送 アナウンサー職 ○ 3月30日 http://www.ohk.co.jp/entry/
61 中国 岡山香川 山陽放送 総合・アナウンサー ○ 3月31日 http://www.rsk.co.jp/company/recruit/ 書類4/2締切
61 中国 岡山香川 テレビせとうち 総合職 ○ 3月31日 https://www.webtsc.com/recruit/ 書類4/6締切。
61 中国 岡山香川 キャストKSBパートナーズ 一般・アナウンサー ○ 4月3日 http://www.ckp.co.jp/recruit/recruit2019.html
61 中国 岡山香川 キャストKSBパートナーズ 一般・アナウンサー ○ 7月19日 http://www.ckp.co.jp/recruit/recruit2019.html 二次募集
61 中国 岡山香川 岡山放送 総合技術職 4月6日 http://www.ohk.co.jp/entry/
61 中国 岡山香川 岡山放送 総合一般職 8月8日 http://www.ohk.co.jp/entry/ 追加募集
61 中国 岡山 NHK岡山局 キャスターリポーター ○ 11月21日 http://www.nhk.or.jp/okayama/bosyu/index.html 選考12/1
61 中国 岡山 岡山エフエム アナウンサー番組ディレクター ○ 11月30日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp234132/outline.htmlマイナビエントリー
62 中国 山口 山口放送 アナウンス職 ○ 12月10日 http://kry.co.jp/outline/person/guideline_k.html 書類12/11締切
62 中国 山口 山口放送 アナウンス職 ○ 3月30日 http://kry.co.jp/outline/person/guideline_a.html
62 中国 山口 山口放送 総合職 3月30日 http://kry.co.jp/outline/person/guideline_i.html
62 中国 山口 テレビ山口 総合職 ○ 3月30日 http://tys.co.jp/General.aspx?DNM=saiyou_2019
62 中国 山口 テレビ山口 総合技術アナウンサー○ 7月17日 https://www.tys.co.jp/General.aspx?CID=ddbc6200-55c1-485f-9834-19f91ecd23ae&DID=bc1a32e5-0027-4e98-859d-296ecbe84088夏採用
62 中国 山口 山口朝日放送 総合職、アナウンサー○ 4月2日 http://www.yab.co.jp/
62 中国 山口 山口朝日放送 総合職 10月12日 https://www.yab.co.jp/recruit
62 中国 山口 エフエム山口 総合職 4月10日 http://www.fmy.co.jp/etc/recruit/index.html アナウンサー採用なし
62 中国 山口 ＮＨＫ山口局 キャスターリポーター ○ 2月14日 http://www.nhk.or.jp/yamaguchi/eigyo/reporter.html 選考2/19
63 中国 鳥取 日本海テレビ 総合職(美術、技術職) 12月10日 https://www.nkt-tv.co.jp/recruit/
63 中国 鳥取 日本海テレビ 総合職 4月25日 http://www.nkt-tv.co.jp/recruit/
63 中国 鳥取 日本海テレビ 総合職(美術、技術職) 9月3日 https://www.nkt-tv.co.jp/recruit/
64 中国 島根 山陰中央テレビ 総合職 ○ 4月20日 https://www.tsk-tv.com/recruit/ グループ合同説明会3/12島根
64 中国 島根 山陰放送 総合職地域限定職 ○ 5月25日 http://www.bss.jp/util/entry/21805.html
64 中国 島根 NHK松江局 キャスターリポーター ○ 11月26日 https://www.nhk.or.jp/matsue/station_info/bosyu/caster.html選考12/9
64 中国 島根 エフエム山陰 アナウンサー ○ 1月21日 http://www.fm-sanin.co.jp/company/recruit/
70 四国 岡山香川 西日本放送 総合職 ○ 5月7日 http://www.rnc.co.jp/info/recruit/
70 四国 香川 エフエム香川 アナウンス職 ○ 6月15日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp97363/outline.html 5/1～6/15受付
70 四国 香川 NHK香川局 キャスター ○ 11月9日 http://www.nhk.or.jp/takamatsu/caster/recruit.html 面接11/25
71 四国 徳島 四国放送 総合職 5月25日 http://www.jrt.co.jp/saiyo/boshu.htm アナウンス募集なし。受付5/1～25
71 四国 徳島 四国放送 契約アナウンサー ○ 11月30日 http://www.jrt.co.jp/home/saiyo/ana18.htm
71 四国 徳島 NHK徳島局 キャスターリポーター ○ 11月28日 http://www.nhk.or.jp/tokushima/info/caster2019.html 選考12/8
71 四国 徳島 ケーブルネットおえ リポーターほか ○ 2月17日 http://hccweb5.bai.ne.jp/watti/oe.pdf リポーター兼番組制作スタッフ募集。採用決定次第募集終了
72 四国 愛媛 南海放送 一般アナ技術 ○ 3月25日 http://www.rnb.co.jp/saiyo/recruit.php 説明会3/5・6大阪3/12・13東京3/15愛媛 3/1～受付
72 四国 愛媛 テレビ愛媛 一般、技術職 4月20日 http://www.ebc.co.jp/company/recruit/
72 四国 愛媛 テレビ愛媛 一般、技術職 10月19日 http://www.ebc.co.jp/company/recruit/
72 四国 愛媛 愛媛朝日テレビ 一般職 4月9日 http://eat.jp/company/kyujin.html#recruit
72 四国 愛媛 エフエム愛媛 一般職 4月20日 http://www.joeufm.co.jp/company/recruit2019.html 番組企画制作部門
72 四国 愛媛 エフエム愛媛 一般職 4月27日 http://www.joeufm.co.jp/company/recruit2019.html 放送運行技術部門
72 四国 愛媛 あいテレビ 総合職 ○ 5月11日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp101256/outline.html受付4/1～5/11。経験者も募集。

http://home-tv.co.jp/company/saiyo/graduaterec.php
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http://www.rsk.co.jp/company/recruit/
http://www.jrt.co.jp/saiyo/boshu.htm
http://www.ebc.co.jp/company/recruit/


72 四国 愛媛 NHK松山局 キャスターリポーター ○ 11月19日 http://www.nhk.or.jp/matsuyama/saiyou/caster/ 選考12/2
72 四国 愛媛 NHK松山局 気象キャスター ○ 11月28日 http://www.nhk.or.jp/matsuyama/saiyou/caster/weather.html選考12/9、気象予想士有資格者
72 四国 愛媛 エフエム愛媛 一般職(放送運行、技術) 随時募集 http://www.joeufm.co.jp/company/recruit2019.html
73 四国 高知 テレビ高知 総合職 ○ 4月4日 http://www.kutv.co.jp/saiyou201803/
73 四国 高知 テレビ高知 総合職 9月10日 https://www.kutv.co.jp/saiyou201808/ 夏採用
73 四国 高知 高知放送 総合職 5月20日 http://www.rkc-kochi.co.jp/static_pc/saiyo/ アナウンサー募集なし。書類受付5/7～23
73 四国 高知 高知放送 契約アナウンサー ○ 9月20日 http://www.rkc-kochi.co.jp/freesimple/free_933914.html 受付8/27～9/20
73 四国 高知 高知さんさんテレビ 総合職 ○ 9月7日 http://web.sunsuntv.co.jp/corporate/recruit 総合職(営業他、アナウンサー兼記者)採用
73 四国 高知 NHK高知局 キャスターリポーター ○ 11月19日 http://www.nhk.or.jp/kochi/station_info/recruit.html 選考12/2
80 九州 福岡 福岡放送 一般技術コース 3月20日 http://www.fbs.co.jp/recruit/pc/entry/index.php アナウンサー採用なし 書類3/22締切
80 九州 福岡 テレビ西日本 総合職 ○ 3月22日 http://www.tnc.co.jp/saiyo/ 書類3/24締切
80 九州 福岡 RKB毎日放送 総合職 ○ 3月23日 http://rkb.jp/saiyo/ 説明会3/6・７東京3/８大阪3/11・12福岡
80 九州 福岡 RKB毎日放送 総合職(技術職) 10月18日 https://rkb.jp/saiyo/shinsotsu.html
80 九州 福岡 九州朝日放送 総合職 3月27日 http://www.kbc.co.jp/info/recruit/pc/fresh/ 入社志望調書3/29締切 アナウンサーなし
80 九州 福岡 TVQ 総合職 4月2日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r347900080/
80 九州 福岡 NHK北九州局 キャスターリポーター ○ 11月20日 http://www.nhk.or.jp/kitakyushu/recruit/ 選考12/2
80 九州 福岡 NHK福岡局 キャスターリポーター ○ 11月26日 http://www.nhk.or.jp/fukuoka/recruitment/ 選考12/9
81 九州 長崎 NHK長崎局 キャスターリポーター ○ 12月7日 http://www.nhk.or.jp/nagasaki/info/181115.html 選考12/15
81 九州 長崎 長崎放送 総合職 ○ 3月31日 https://www.nbc-nagasaki.co.jp/company/recruit/ 会社説明会3/13福岡3/17長崎
81 九州 長崎 長崎放送 総合職 ○ 4月1日 https://www.nbc-nagasaki.co.jp/company/recruit/
81 九州 長崎 長崎放送 キャスターリポーター ○ 1月9日 https://www.nbc-nagasaki.co.jp/company/recruit/
81 九州 長崎 長崎文化放送 総合職 5月1日 http://www.ncctv.co.jp/offer/33729.html 技術系を主とするテレビ業務全般の総合職の募集
81 九州 長崎 長崎国際テレビ
81 九州 熊本 NHK長崎局 キャスターリポーター○ 3月18日 http://www.nhk.or.jp/nagasaki/info/caster_190226.html 選考3/24
82 九州 佐賀 ＮＨＫ佐賀局 キャスターリポーター ○ 12月17日 http://www.nhk.or.jp/saga/recruitment/2019_index.html 選考1/19
82 九州 佐賀 サガテレビ 総合職 ○ 4月15日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp226796/outline.html書類4/19締切。会社説明会3/15佐賀3/16東京3/19東京
83 九州 熊本 テレビ熊本 総合職 ○ 3月24日 https://www.tku.co.jp/company/recruit/ OpenES3/25締切
83 九州 熊本 熊本県民テレビ 総合職 ○ 3月26日 http://www.kkt.jp/information/recruit.html
83 九州 熊本 熊本県民テレビ 総合職アナウンサー ○ 7月20日 http://www.kkt.jp/information/recruit18-07-01.html 夏採用。経験者も別で募集（8/10締切）
83 九州 熊本 熊本朝日放送 一般職 ○ 4月3日 http://www.kab.co.jp/recruit/ リクナビ受付中。書類3/26～4/3受付
83 九州 熊本 熊本放送 総合職 4月3日 http://rkk.jp/companyinfo/recruit/
83 九州 熊本 NHK熊本局 キャスター ○ 3月6日 http://www.nhk.or.jp/kumamoto/station_info/staff1902b.html 選考3/16
84 九州 大分 テレビ大分 総合職 ○ 3月25日 https://www.tostv.jp/office/recruit/ 書類4/2締切、会社説明会3/16東京
84 九州 大分 大分放送 アナウンサー ○ 4月10日 http://www.e-obs.com/company/?page_id=5995 合同セミナー参加3/16東京  
84 九州 大分 大分放送 一般・技術職 11月26日 http://www.e-obs.com/company/?page_id=6272
84 九州 大分 エフエム大分 総合職 ○ 11月9日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp209258/outline.html説明会10/19・26
84 九州 大分 大分朝日放送 総合職 ○ 5月7日 http://www.oab.co.jp/recruit/
85 九州 宮崎 テレビ宮崎 一般・技術職 3月27日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r309400048/ 書類3/30締切
85 九州 宮崎 宮崎放送 総合職 4月13日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp96000/outline.html
85 九州 大分 大分放送 総合職 5月8日 http://www.e-obs.com/company/?page_id=5995
85 九州 大分 大分放送 リポーター、一般職 ○ 1月7日 http://www.e-obs.com/company/?page_id=6377
85 九州 大分 NHK大分局 キャスターリポーター ○ 1月17日 http://www.nhk.or.jp/oita/staff/index.html 選考1/26
86 九州 宮崎 テレビ宮崎 一般事務職 7月6日 https://www.umk.co.jp/company/recruit/recruit02/
86 九州 宮崎 テレビ宮崎 放送運行、一般事務 1月10日 http://www.umk.co.jp/recruitsite/recruitment.html#keiyaku OpenES1/15締切
86 九州 鹿児島 南日本放送 総合職アナウンサー ○ 3月19日 http://www.mbc.co.jp/info/saiyou/index2018.html 説明会3/20・27鹿児島3/21大阪3/22東京3/28福岡
86 九州 鹿児島 南日本放送 総合職 7月16日 https://job.rikunabi.com/2019/company/r157620054/ アナウンサー職以外。7/16 17時リクナビ締切
86 九州 鹿児島 鹿児島放送 総合職・アナウンサー○ 3月25日 http://www.kkb.co.jp/company/company-4.php
86 九州 鹿児島 鹿児島テレビ 総合職・アナウンサー○ 3月31日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r801300063/ 会社説明会3/10東京3/15福岡3/24鹿児島
86 九州 鹿児島 鹿児島讀賣テレビ 総合職 ○ 4月8日 http://job.rikunabi.com/2019/company/r390310083/ リクナビ受付締切4/16・17鹿児島4/19・20東京に直接来社
86 九州 鹿児島 NHK鹿児島局 キャスターリポーター ○ 11月7日 http://www.nhk.or.jp/kagoshima/station_info/recruit/caster/index.html選考12/2
86 九州 鹿児島 南日本放送 総合職 4月16日 http://www.mbc.co.jp/info/saiyou/index2018.html
90 沖縄 沖縄 沖縄テレビ 一般技術アナ ○ 4月6日 https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp89373/outline.html

http://www.tnc.co.jp/saiyo/
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90 沖縄 沖縄 琉球放送 一般職 ○ 5月7日 http://www.rbc.co.jp/corp_news/recruit2019/ 書類5/9締切
90 沖縄 沖縄 琉球朝日放送 総合職 5月7日 http://www.qab.co.jp/recruit/recruit2019 3/26～5/7受付
90 沖縄 沖縄 NHK沖縄局 キャスター ○ 11月15日 http://www.nhk.or.jp/okinawa/casterbosyu2019.html 選考11/24
90 沖縄 沖縄 NHK沖縄局 キャスター ○ 2月22日 http://www.nhk.or.jp/okinawa/casterbosyu2019.html 選考3/2
90 沖縄 沖縄 ラジオ沖縄 総合・技術職 5月18日 http://www.rokinawa.co.jp/all/news/5367 受付4/16～5/18

http://www.rokinawa.co.jp/all/news/5367

