
放送局 名称(★■○は本採用) URL

東京 フジテレビ ★アナウンサー職採用 http://www.fujitv.co.jp/saiyo/index.html

東京 TBSテレビ ★アナウンサー職採用 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/

東京 テレビ朝日 ★アナウンサー部門 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/

東京 テレビ朝日 ■番組制作・ビジネス部門 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/

東京 テレビ朝日 ○技術部門 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/

東京 テレビ朝日 ■デジタル企画部門 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/

東京 日本テレビ ★アナウンサー部門 http://www.ntv.co.jp/jinji/topics/archives/000385.html

大阪 読売テレビ ★総合職アナウンス部門 http://www.ytv.co.jp/saiyo/guide/course01.html

大阪 関西テレビ ★アナウンスコース https://www.ktv.jp/recruit/requirements/

大阪 朝日放送 ★アナウンス部門 https://www.asahi.co.jp/saiyo/

東京 テレビ東京 ★アナウンス職 1/5webテスト、基本情報登録 1/8ES郵送 http://www.tv-tokyo.co.jp/jinji/

大阪 関西テレビ ■一般技術コース(第1期) https://www.ktv.jp/recruit/requirements/

大阪 毎日放送 ○技術職 1/9正午締切 http://www.mbs.jp/recruit/entry/

東京 フジテレビ ○美術／デジタルクリエイター職 1/10正午 http://www.fujitv.co.jp/saiyo/recruit/creator.html

東京 フジテレビ ○技術職 1/10 14時 http://www.fujitv.co.jp/saiyo/recruit/engineer.html

東京 日本テレビ ■放送総合部門 http://www.ntv.co.jp/jinji/topics/archives/000393.html

東京 TBSテレビ ■一般職 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/2019.html

大阪 毎日放送 ★一般職アナウンスコース 1/15正午webエントリー、動画締切 http://www.mbs.jp/recruit/entry/

東京 フジテレビ ■一般職 1/15 14時 http://www.fujitv.co.jp/saiyo/recruit/general.html

大阪 朝日放送 ■総合職 https://www.asahi.co.jp/saiyo/

大阪 名古屋テレビ ★アナウンサー職採用 1/21 18：00ES、動画投稿締切 https://www.nagoyatv.com/saiyo/

大阪 読売テレビ ■一般・技術コース 1/22 正午WEBテスト、1/22書類郵送 http://www.ytv.co.jp/saiyo/guide/course02.html

北海道 北海道テレビ ○技術職 https://www.htb.co.jp/htb/saiyou/newgraduate.html

大阪 毎日放送 ■一般職 http://www.mbs.jp/recruit/entry/

東京 TBSテレビ ○技術職 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/2019.html

東京 TBSテレビ ■ビジュアルデザイン職採用 2/9 14時締切 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/design.html

大阪 朝日放送 ○技術部門 https://www.asahi.co.jp/saiyo/

宮城 仙台放送 ★総合職(アナウンス) http://www.ox-tv.co.jp/company/recruit2019/recruit2019.html

愛知 中部日本放送 ■総合職 2/16 18時締切 http://hicbc.com/tv/corporation/saiyou/recruit/

北海道 札幌テレビ放送 ★アナウンサー職 2/16締切（動画は2/16 ２１時） http://www.stv.jp/info/saiyou/

大阪 関西テレビ ■一般技術コース(第2期) https://www.ktv.jp/recruit/requirements/

大阪 毎日放送 ■ITエンジニアコース http://www.mbs.jp/recruit/entry/

北海道 北海道テレビ ■一般職(総合) 2/21締切 https://www.htb.co.jp/htb/saiyou/newgraduate_02.html

静岡 静岡朝日テレビ ★アナウンサー職 3/1～6webエントリー3/9ES動画締切 http://www.satv.co.jp/0900recruit/0020recruitment/newgrad/

静岡 静岡朝日テレビ ■総合職 3/1～受付 http://www.satv.co.jp/0900recruit/0020recruitment/newgrad/

東京 日本テレビ ○技術部門 http://www.ntv.co.jp/jinji/topics/archives/000394.html

1/31 正午締切

1/30書類締切

締切

10/23 10時
11/20(動画は 14時)

1/11 14時

1/31 14時

2/19正午締切

3/5正午締切

2/16締切

2/16 24時

2/19webテスト、2/21書類締切

募集中のテレビ局の採用・インターン募集一覧 (2/17現在) 一部非公開の独自取材の締切掲載あり※他サイトの転載、引用お断りします。   赤字：今回の更新分

1/20 24時／1/21 24時書類提出締切

11/27正午(動画11/28)

12/21 24時(web提出12/22 24時)

1/11正午（動画は1/12正午）

11/13 10:30(動画は12時)
12/1 10：30(動画は13時)
12/1 10：30(動画は13時)
12/1 10：30(動画は13時)
11/27正午(動画11/28)

12/20書類締切

1/6 webテスト、1/8書類締切
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北海道 札幌テレビ放送 ■○総合職技術職 3/9締切 http://www.stv.jp/info/saiyou/index.html

愛知 中京テレビ ○技術職 3/7 17時締切 http://www.ctv.co.jp/saiyo2019/

愛知 中京テレビ ■一般職 3/9書類締切 http://www.ctv.co.jp/saiyo2019/

愛知 東海テレビ ■一般(総合職) 3/9書類締切 http://tokai-tv.com/saiyou2019/

愛知 名古屋テレビ ■一般技術職 3/11 20時締切 https://www.nagoyatv.com/saiyo/principle/

愛知 中京テレビ ■アナウンサー職 3/12 21時締切 http://www.ctv.co.jp/saiyo2019/

東京 エル・ファクトリー ★アナウンサー職 3/14 17時締切 http://lfactory.jp/recruit_2019/

東京 ニッポン放送 ■総合職 3/14 17時締切 http://www.jolf.co.jp/company/recruit/guide/index.html

北海道 北海道放送 ★■○一般職 3/1～19受付 http://www.hbc.co.jp/entry/entry/index.html

東京 WOWOW ■総合職 3/23正午締切 https://corporate.wowow.co.jp/recruit/application/

長野 長野放送 ■総合職 3/21締切 https://www.nbs-tv.co.jp/company/recruit/

宮城 仙台放送 ■総合職(一般) 3/25締切 http://www.ox-tv.co.jp/company/recruit2019/recruit2019.html

大阪 テレビ大阪 ■総合職 4/6締切 http://www.tv-osaka.co.jp/qzin/saiyo2019/pre_entry.html

東京 TOKYO FM ■総合職 4/6締切 http://www.tfm.co.jp/saiyo/newgraduate/screening.html

愛知 東海テレビ ○技術(総合職) 3/1～4/13受付 http://tokai-tv.com/saiyou2019/

東京 テレビ朝日 ★■○総合職 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/

高知 高知放送 ■総合職 5/7～23書類受付 http://www.rkc-kochi.co.jp/static_pc/saiyo/

放送局 名称 締切 実施日 URL

北海道 札幌テレビ放送 総合職説明会 先着順 2/24札幌2/25東京2/26京都開催 http://www.stv.jp/info/saiyou/index.html

北海道 北海道放送 会社説明会 2/19 17時締切 2/24開催 http://www.hbc.co.jp/entry/information/index.html

愛知 東海テレビ 会社説明会 実施日7日前締切 2/16大阪2/22東京3/2名古屋開催 http://tokai-tv.com/saiyou2019/

徳島 四国放送 インターンシップ（報道・制作・編成等） 2/25締切 3/27開催 http://www.jrt.co.jp/saiyo/intern/index.htm

徳島 四国放送 インターンシップ(技術) 2/25締切 3/28開催 http://www.jrt.co.jp/saiyo/intern/index.htm

北海道 テレビ北海道 会社説明会 2/25締切 3/3・17実施 http://www.tv-hokkaido.co.jp/company/recruit/briefing/

福岡 RKB毎日放送 会社説明会 後日エントリー 3/6・7東京3/8大阪3/11・12福岡 http://rkb.jp/saiyo/event_entry.html#event_box
北海道 北海道文化放送 会社説明会 3/1～案内 3/8京都3/9東京3/13札幌開催 https://uhb.jp/recruit2019/news/index.html

インターンシップ・会社説明会情報

後期採用実施。
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