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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 放送総合部門 7月22日 https://www.nhk.or.jp/saiyo/information/recruit.html 秋採用 7/22 14時締切
0 全国 全国 NHK(全国職員) 放送総合部門 ○ 4月19日 http://www.nhk.or.jp/saiyo/ 会社説明会イベントなど3/1～受付(先着順、抽選)
1 全国 全国 BS11(日本BS放送) 総合職 5月6日 https://www.bs11.jp/recruit2020/ 3/1～エントリー開始
1 全国 全国 WOWOW 総合職 3月13日 https://www.wowow.co.jp/ 3/13正午締切
1 全国 全国 スカパーJSAT 総合職 3月19日 https://newgraduate-sptvjsat.com/ 3/19 10時締切
1 全国 全国 BSフジ 総合職 5月7日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp107898/outline.html5/7 8:59締切
1 全国 全国 BS11(日本BS放送) 総合職 8月22日 https://www.bs11.jp/recruit2020/ 一次募集7/26～8/8、二次募集8/9～22
1 全国 全国 BS12(トゥエルビ) 総合職 9月11日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp221627/outline.html会社説明会8/19・22・28・9/2・4・11
1 全国 全国 BS日テレ 総合職 5月30日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp112049/outline.html書類5/30必着
1 全国 全国 BSテレビ東京 総合職 5月20日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp239374/outline.html
1 全国 全国 BS朝日 総合職 5月21日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp83099/employment.html
1 全国 全国 BS-TBS

10 北海道 北海道 北海道文化放送 総合職、アナウンサー○ 3月10日 https://uhb.jp/recruit2020/recruitinfo/ ES3/11締切
10 北海道 北海道 北海道放送 一般職(総合) ○ 3月18日 http://www.hbc.co.jp/entry/entry/index.html エントリーシート公開中。3/1～エントリー
10 北海道 北海道 札幌テレビ アナウンサー職 ○ 2月11日 http://www.stv.jp/info/saiyou/index.html 説明会2/2東京
10 北海道 北海道 札幌テレビ 一般・技術 3月10日 http://www.stv.jp/info/saiyou/index.html 説明会3/1東京3/2京都3/6札幌
10 北海道 北海道 NHK旭川局 キャスターリポーター ○ 11月8日 https://www.nhk.or.jp/asahikawa/recruit/index2019cas.html
10 北海道 北海道 北海道テレビ 一般職(技術) 1月23日 https://www.htb.co.jp/htb/saiyou/newgraduate.html

10 北海道 北海道 北海道テレビ 一般職(アナウンサー)○ 1月23日 https://www.htb.co.jp/htb/saiyou/newgraduate_ana.html
10 北海道 北海道 北海道テレビ 一般職(総合技術) 3月7日 https://www.htb.co.jp/htb/saiyou/newgraduate_sougoutec.html
10 北海道 北海道 テレビ北海道 総合職 4月1日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r829620076/
10 北海道 北海道 NHK札幌局 キャスターリポーター ○ 12月13日 https://www.nhk.or.jp/sapporo/articles/slug-n3d206e5f6b1f
10 北海道 北海道 NHK室蘭局 キャスターリポーター ○ 1月10日 https://www.nhk.or.jp/muroran/station_info/recruitment/2020/index.html
10 北海道 北海道 STVラジオ ラジオカーリポーター ○ 1月20日 https://www.stv.jp/radio/bangumi/topics/u3f86t000006b8k5.html
20 東北 宮城 東日本放送 一般職 3月30日 http://www.khb-tv.co.jp/recruit/saiyou/requirements.html3/1～受付。OpenES3/31締切
20 東北 宮城 東日本放送 アナウンサー職 ○ 3月9日 http://www.khb-tv.co.jp/recruit/saiyou/requirements.html3/1～受付。動画、OpenES3/10締切
20 東北 宮城 東日本放送 総合職 8月17日 http://www.khb-tv.co.jp/recruit/saiyou/requirements.htmlOpenES8/18締切
20 東北 宮城 宮城テレビ 総合職(一般) 3月6日 http://www.mmt-tv.co.jp/recruit/recruit/2019announce.html 書類3/8締切。アナウンサー採用なし
20 東北 宮城 エフエム仙台 総合職(アナ含む) ○ 4月15日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp98030/outline.html書類4/15締切
20 東北 宮城 仙台放送 総合職(アナ) ○ 1月28日 http://www.ox-tv.co.jp/company/recruit2020/recruit2020.html

20 東北 宮城 宮城テレビ 総合職(技術) 3月8日 http://www.mmt-tv.co.jp/recruit/recruit/2019announce.html

20 東北 宮城 仙台放送 総合職(総合技術) 3月10日 http://www.ox-tv.co.jp/company/recruit2020/recruit2020.html

20 東北 宮城 東北放送 総合職、アナウンサー○ 3月31日 http://www.tbc-sendai.co.jp/07whats/recruit/index.html
20 東北 宮城 NHK仙台局 キャスターリポーター ○ 12月2日 https://www.nhk.or.jp/sendai/saiyou/caster.html
21 東北 青森 青森テレビ 総合職 ○ 4月5日

https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp87180/outline.
html

4/5 17時締切。説明会3/20青森3/22東京
21 東北 青森 青森放送 営業制作報道技術 5月29日 https://www.rab.co.jp/plan/1936.html
21 東北 青森 青森放送 アナウンサー ○ 6月3日 https://www.rab.co.jp/plan/1938.html
21 東北 青森 青森放送 一般職 ○ 6月22日 https://www.rab.co.jp/recruit/recruit_info.html
21 東北 青森 青森朝日放送
21 東北 青森 エフエム青森 契約アナウンサー ○ 1月9日 https://www.afb.co.jp/news/recruit.html
22 東北 岩手 岩手放送 一般職 10月17日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp204617/employment.html書類10/24締切
22 東北 岩手 岩手朝日テレビ アナウンサー兼記者職○ 10月31日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp204344/outline.html書類11/7締切
22 東北 岩手 岩手朝日テレビ 総合職 9月17日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp204344/outline.html書類9/23締切
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22 東北 岩手 岩手放送 一般職 5月12日 https://www.ibc.co.jp/about/recruit/ 説明会4/12・21、OpenES5/12締切
22 東北 岩手 テレビ岩手 総合技術職 4月15日 https://www.tvi.jp/info/recruit/sougou.html
22 東北 岩手 岩手めんこいテレビ 総合、アナウンサー兼記者○ 4月15日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r410910092/
22 東北 岩手 テレビ岩手 総合技術職 8月31日 https://www.tvi.jp/info/recruit/sougou.html
22 東北 岩手 テレビ岩手 アナウンサー職 ○ 3月28日 https://www.tvi.jp/info/recruit/ana.html
22 東北 岩手 エフエム岩手 アナウンサー職 ○ 9月30日 http://www.fmii.co.jp/profile/saiyou.html
22 東北 岩手 ＮＨＫ盛岡局 キャスターリポーター ○ 11月18日 https://www.nhk.or.jp/morioka/bosyuu/caster.html
23 東北 秋田 秋田テレビ 一般・アナウンサー ○ 5月17日 https://www.akt.co.jp/corporate/saiyo
23 東北 秋田 秋田朝日放送 総合職 5月20日 http://www.aab-tv.co.jp/corporation/recruit/
23 東北 秋田 秋田放送 総合職 6月7日 https://www.akita-abs.co.jp/info/recruit-2020saiyo.htm
23 東北 秋田 秋田放送 総合職 10月4日 https://www.akita-abs.co.jp/info/recruit2020-aki.htm
23 東北 秋田 秋田朝日放送 総合職 8月23日 https://www.aab-tv.co.jp/corporation/recruit/
23 東北 秋田 NHK秋田局 キャスターリポーター ○ 11月25日 https://www.nhk.or.jp/akita/station_info/saiyou/caster.html
24 東北 山形 山形放送 総合職 5月10日 http://www.ybc.co.jp/copo/saiyo/ アナ、技術職なし
24 東北 山形 テレビユー山形 総合職 5月25日 http://www.tuy.co.jp/contents/recruit/ 説明会3/10山形3/13東京
24 東北 山形 山形テレビ 一般技術職 5月10日 http://www.yts.co.jp/contents/company/2016/04/2019.html
24 東北 山形 さくらんぼテレビ 総合職、アナウンサー○ 5月31日 http://www.sakuranbo.co.jp/info/recruit/student/
24 東北 山形 さくらんぼテレビ 総合職(一般、技術) 9月13日 http://www.sakuranbo.co.jp/info/recruit/student/
24 東北 山形 テレビユー山形 総合職アナウンサー ○ 8月13日 https://www.tuy.co.jp/contents/recruit/
24 東北 山形 NHK山形局 キャスターリポーター ○ 12月6日 https://www.nhk.or.jp/yamagata/recruit_info/reporter.html
24 東北 山形 NHK山形局 キャスターリポーター ○ 1月10日 https://www.nhk.or.jp/yamagata/recruit_info/reporter.html
24 東北 山形 エフエム山形 総合職 1月30日 http://www.rfm.co.jp/topics/saiyou2020/
25 東北 福島 福島放送 総合職 4月7日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r881310018/ アナウンサー募集なし。3/15～受付。説明会東京3/14 郡山3/20
25 東北 福島 エフエム福島 ラジオ制作セミナー ○ 4月19日 http://www.fmf.co.jp/pc/seminar190511/ インターンシップ。5/11・6/15・7/13開催
25 東北 福島 福島中央テレビ 総合職 4月1日 http://www.fct.co.jp/recruit/recruitment/ 書類4/2締切 説明会3/8・9・14～16東京、3/27・29・30福島、先行締切3/19

25 東北 福島 福島テレビ 総合技術職 4月10日 http://www.fukushima-tv.co.jp/job/index.html 説明会 東京3/4・12・16・21・28福島3/20・28
25 東北 福島 テレビユー福島 総合職、技術職 4月4日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r658130000/employ/?isc=ps342説明会3/16・17東京
25 東北 福島 福島放送 アナウンサー職 ○ 6月21日 https://www.kfb.co.jp/recruit/jobs/ana.html
25 東北 福島 エフエム福島 アナウンサー・ディレクター ○ 7月8日 http://www.fmf.co.jp/pc/kaisya/saiyo.html
25 東北 福島 福島テレビ 総合職 8月9日 http://www.fukushima-tv.co.jp/job/index.html
25 東北 福島 ラジオ福島
30 関東 東京 テレビ東京 総合職 4月5日 https://www.tv-tokyo.co.jp/jinji/ 3/1～エントリー。   ESは4/8締切
30 関東 東京 テレビ東京 情報技術職 4月5日 http://www.tv-tokyo.co.jp/jinji/ 3/1～エントリー。   ESは4/8締切
30 関東 東京 テレビ朝日 番組制作・ビジネス部門 6月24日 https://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/contents/event/recruit.html6/24正午締め切り
30 関東 東京 テレビ朝日 映像・インターネット技術部門 6月24日 https://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/contents/event/recruit.html6/24正午締め切り
30 関東 東京 日本テレビ アナウンス部門 ○ 5月22日 http://www.ntv.co.jp/jinji/ webES5/22正午締切→動画・ES郵送5/23正午締切
30 関東 東京 TBSテレビ アナウンサー職 ○ 6月18日 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/ 後期採用、web6/18 18時、ES6/19 14時、動画18時締切
30 関東 東京 TBSテレビ 一般職 6月18日 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/ 後期採用、web6/18 18時、ES6/20 14時、動画18時締切
30 関東 東京 TBSテレビ 技術職 6月18日 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/ 後期採用、web6/18 18時、ES6/20 14時締切
30 関東 東京 日本テレビ 放送総合部門 6月5日 http://www.ntv.co.jp/jinji/ 後期採用。Web6/5正午、web課題6/5 14時、動画6/6正午締切
30 関東 東京 日本テレビ 技術部門 6月5日 http://www.ntv.co.jp/jinji/ 後期採用。Web6/5正午、web課題6/5 14時、動画6/6正午締切
30 関東 東京 日本テレビ スタートアップ事業部門 6月5日 http://www.ntv.co.jp/jinji/ 後期採用。Web6/5正午、web課題6/5 14時、動画6/6正午締切
30 関東 東京 文化放送 一般職 3月11日 http://www.joqr.co.jp/saiyou2020_nextbreakers/index_pc.html 書類3/14締切
30 関東 東京 TBSテレビ アナウンス部門 ○ 12月25日 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/ana.html 当初11/15締切→12/25締切に変更
30 関東 東京 ミックスゾーン アナウンサー職 ○ 3月13日 https://mixzone.co.jp/recruit/detail?id=5 ニッポン放送アナウンサーの担当
30 関東 東京 フジテレビ アナウンサー職 ○ 10月2日 https://www.fujitv.co.jp/saiyo/

30 関東 東京 テレビ朝日 アナウンサー職 ○ 11月12日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/contents/event/recruit.html

30 関東 東京 テレビ朝日 番組制作・ビジネス部門 11月26日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/contents/event/recruit.html

30 関東 東京 テレビ朝日 映像・インターネット技術部門 11月26日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/contents/event/recruit.html

https://www.tuy.co.jp/contents/recruit/
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30 関東 東京 テレビ朝日 デザイン・CG部門 11月26日 http://company.tv-asahi.co.jp/saiyo/shinsotsu/contents/event/recruit.html

30 関東 東京 TBSテレビ 一般職 12月4日 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/2020.html

30 関東 東京 日本テレビ 放送総合部門 12月5日 http://www.ntv.co.jp/jinji/

30 関東 東京 日本テレビ スタートアップ事業部門 12月5日 http://www.ntv.co.jp/jinji/

30 関東 東京 テレビ東京 アナウンス職 ○ 12月13日 http://www.tv-tokyo.co.jp/jinji/

30 関東 東京 フジテレビ 一般職 1月8日 https://www.fujitv.co.jp/saiyo/

30 関東 東京 フジテレビ 技術職 1月15日 https://www.fujitv.co.jp/saiyo/

30 関東 東京 フジテレビ 美術職 1月15日 https://www.fujitv.co.jp/saiyo/

30 関東 東京 フジテレビ デジタルクリエイター職 1月15日 https://www.fujitv.co.jp/saiyo/

30 関東 東京 TBSテレビ 技術職 1月24日 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/tech.html

30 関東 東京 日本テレビ 技術部門 2月4日 http://www.ntv.co.jp/jinji/

30 関東 東京 TBSテレビ デザイナー職採用 2月11日 http://www.tbs.co.jp/job/recruit/design.html

30 関東 東京 ニッポン放送 総合職 3月13日 http://www.jolf.co.jp/company/recruit/guide/index.html

30 関東 東京 東京MXテレビ 総合職 3月31日 https://s.mxtv.jp/recruit/recruit.php
30 関東 東京 TOKYO FM 総合職 4月4日 https://www.tfm.co.jp/saiyo/newgraduate/
30 関東 東京 J-WAVE 総合職 4月12日 https://www.j-wave.co.jp/outline/recruit2020/
30 関東 東京 ラジオNIKKEI アナウンサー ○ 6月5日 http://www.radionikkei.jp/about/recruit/2019/05/201905recruit.html
30 関東 東京 文化放送 契約アナウンサー ○ 7月19日 http://www.joqr.co.jp/article/detail/bunkahouso_announcer2020.php
31 関東 神奈川 テレビ神奈川 一般職 5月6日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp68477/outline.htmlアナ、美術,技術採用なし。書類5/8締切( 4/5更新)
31 関東 神奈川 NHK横浜局 キャスターリポーター ○ 11月15日 https://www.nhk.or.jp/yokohama/station_info/caster.html
32 関東 栃木 とちぎテレビ
32 関東 栃木 NHK宇都宮局 キャスターリポーター ○ 11月18日 https://www.nhk.or.jp/utsunomiya/top/caster2020.pdf
33 関東 埼玉 テレビ埼玉 総合職 4月20日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp90476/employment.html
33 関東 埼玉 エフエムナックファイブ 総合職 4月25日 https://www.nack5.co.jp/recruit2020/
34 関東 千葉 チバテレビ 総合職 5月31日 http://www.chiba-tv.com/saiyo2020/index.html 説明会4/12・18
34 関東 千葉 ベイエフエム 総合、技術職 6月30日 https://www.bayfm.co.jp/saiyo/
35 関東 群馬 エフエム群馬 総合職 7月20日 https://www.fmgunma.com/fmg863/access/careers/
35 関東 群馬 群馬テレビ 技術業務 11月22日 https://www.gtv.co.jp/company/employment.html
35 関東 群馬 ＮＨＫ前橋局 キャスター ○ 11月15日 https://www.nhk.or.jp/maebashi/staff/
35 関東 群馬 ＮＨＫ前橋局 キャスター ○ 1月14日 https://www.nhk.or.jp/maebashi/staff/
36 関東 新潟 テレビ新潟 総合職(アナ含む) ○ 4月7日 https://www.teny.co.jp/company_info/saiyo.html OpenES4/8締切
36 関東 新潟 新潟テレビ21 総合職 3月24日 http://www.uxtv.jp/recruit-2020/#careers01
36 関東 新潟 新潟放送 総合職 ○ 3月31日 https://www.ohbsn.com/corporate/recruit/entry.php
36 関東 新潟 新潟テレビ21 アナウンサー ○ 4月5日 http://www.uxtv.jp/recruit-2020/#careers02
36 関東 新潟 新潟総合テレビ 総合職 4月13日 https://www.nsttv.com/company/recruit18.php
36 関東 新潟 新潟総合テレビ 契約アナウンサー ○ 6月15日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r625500082/?isc=ps341受付5/10～6/15
36 関東 新潟 新潟総合テレビ 契約アナウンサー ○ 11月30日 https://www.nsttv.com/company/recruit_ana1.php
36 関東 新潟 佐渡テレビジョン 契約アナウンサー ○ 2月16日 https://note.com/massmerumaga/n/n0377a8cc7b71
36 関東 新潟 エフエム新津 アナウンサー ○ 1月20日 http://www.chat761.com/company/saiyo.html
36 関東 新潟 NHK新潟局 キャスターリポーター ○ 12月9日 https://www.nhk.or.jp/niigata/2020_caster_reporter.pdf
37 関東 茨城 茨城放送 アナ、一般、総合技術 ○ 11月22日 https://www.ibs-radio.com/
37 関東 茨城 茨城放送 アナウンサーレポーター○ 1月24日 https://www.ibs-radio.com/
37 関東 茨城 茨城放送 一般、総合技術 1月24日 https://www.ibs-radio.com/
37 関東 茨城 NHK水戸局 キャスターリポーター ○ 11月13日 https://www.nhk.or.jp/mito/station_info/recruite/caster.html
38 関東 山梨 エフエム富士 総合職 ○ 10月31日 http://www.fmfuji.jp/recruit.php 10/1～31受付
38 関東 山梨 エフエム富士 総合職 ○ 5月31日 http://www.fmfuji.co.jp/recruit.php 5/1～31受付
38 関東 山梨 テレビ山梨 総合、技術職 5月20日 http://www.uty.co.jp/company/recruit_2020.php 受付5/1～20
38 関東 山梨 山梨放送 制作職ほか 5月26日 https://www.sannichi-ybs.co.jp/saiyou/list/2020-spring 山日YBSグループ募集 5/22東京23～26山梨来社受付(前日までに予約)

38 関東 山梨 山梨放送 アナウンサー職 ○ 3月30日 https://www.sannichi-ybs.co.jp/saiyou/list/2020-an
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38 関東 山梨 山梨放送 制作職他 10月15日 http://www.mietv.com/information/3578.html
40 中部 愛知 CBCラジオ 総合職 3月13日 https://radichubu.jp/topics_detail1/id=23508 3/13 18時締切
40 中部 愛知 CBCラジオ レポートドライバー ○ 11月25日 https://hicbc.com/radio/corporation/repodora/youkou.htm
40 中部 愛知 テレビ愛知 総合職 4月3日 https://tv-aichi.co.jp/tva/saiyo/2020/entry_2020.html 会社説明会 東京3/9
40 中部 愛知 名古屋テレビ アナウンサー職 ○ 1月7日 https://www.nagoyatv.com/saiyo/recruit/

40 中部 愛知 中京テレビ アナウンサー職 ○ 1月29日 http://www.ctv.co.jp/saiyo2020/

40 中部 愛知 CBCテレビ 総合職 ○ 2月6日 https://hicbc.com/tv/corporation/saiyou/recruit/

40 中部 愛知 名古屋テレビ 総合職 一般技術コース 2月24日 https://www.nagoyatv.com/blogs/jinji/2019/01/18/1242/

40 中部 愛知 中京テレビ 一般系総合職 3月4日 http://www.ctv.co.jp/saiyo2020/

40 中部 愛知 中京テレビ 技術系総合職 3月7日 http://www.ctv.co.jp/saiyo2020/

40 中部 愛知 東海テレビ 一般(総合職) 3月8日 http://tokai-tv.com/saiyou2020/recruit/

40 中部 愛知 東海テレビ 一般(技術職) 4月12日 http://tokai-tv.com/saiyou2020/recruit/

40 中部 愛知 東海ラジオ
40 中部 愛知 エフエム愛知 総合職 8月26日 https://fma.co.jp/p/company/saiyo/
40 中部 愛知 ZIPFM
40 中部 愛知 NHK名古屋局 キャスターリポーター ○ 11月18日 https://www.nhk.or.jp/nagoya/station_info/wanted_caster_reporter_detail/index.html
41 中部 静岡 テレビ静岡 総合職 4月1日 http://www.sut-tv.com/recruit/ 3/1 10時～エントリー。書類4/8締切アナウンサー採用なし。
41 中部 静岡 SBSラジオ キャスタードライバー ○ 1月31日 https://www.at-s.com/sbsradio/casdora/
41 中部 静岡 静岡朝日テレビ 総合職 3月26日 http://www.satv.co.jp/0900recruit/0020recruitment/newgrad/ 3/1～エントリー。3/29ES締切
41 中部 静岡 静岡朝日テレビ インターネット事業職 3月26日 http://www.satv.co.jp/0900recruit/0020recruitment/newgrad/ 3/1～エントリー。3/29ES締切
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/3/1～エントリー。3/8 18時ES、動画締切
41 中部 静岡 静岡第一テレビ 総合職 3月31日 https://www.tv-sdt.co.jp/company/recruit/ ES公開中。3/1～エントリー。アナウンサー募集なし
41 中部 静岡 静岡放送 アナウンサー職 ○ 3月8日 http://www.at-s.com/blogs/recruit/topics/1078255.htmlwebエントリーの後書類を静岡3/14・15、東京3/19・20で直接提出
41 中部 静岡 静岡朝日テレビ アナウンサー職 ○ 8月29日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp76052/employment.html夏採用。8/5～29受付、書類動画8/30締切
41 中部 静岡 Ｋ－ｍｉｘ ディレクターセミナー 4月12日 https://www.k-mix.co.jp/190421-seminar 実質的には2020年4月入社の総合職（正社員）採用の1次試験に該当。

41 中部 静岡 静岡放送 総合職 3月22日 http://www.at-s.com/blogs/recruit/topics/1078253.html
41 中部 静岡 Ｋ－ｍｉｘ 総合職、事務職 10月11日 https://www.k-mix.co.jp/company/recruit
41 中部 静岡 静岡放送 総合職 8月5日 http://www.at-s.com/blogs/recruit/recruit/1074998.html
42 中部 富山 チューリップテレビ 総合職 4月9日 http://www.tulip-tv.co.jp/company/recruit.html アナウンス職募集なし
42 中部 富山 北日本放送 総合職 ○ 4月4日 http://www.knb.ne.jp/recruit/detail/?sid=17 書類4/5
42 中部 富山 富山テレビ 総合職 ○ 4月1日 http://www.bbt.co.jp/saiyou/
42 中部 富山 チューリップテレビ 総合職、アナウンサー○ 8月2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25日 https://www.nhk.or.jp/toyama/station_info/2020_caster_bosyu.pdf
43 中部 石川 石川テレビ 契約アナウンサー ○ 9月17日 https://www.ishikawa-tv.com/recruit/detail.php?id=3752 書類9/20締切
43 中部 石川 石川テレビ 総合職 ○ 4月17日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r706200092/ 説明会石川3/13、東京3/16 書類4/23
43 中部 石川 北陸放送 総合職 ○ 7月19日 http://www.mro.co.jp/corporate/recruit/ 夏採用
43 中部 石川 北陸朝日放送 総合職 4月1日 http://www.hab.co.jp/company/recruit/
43 中部 石川 北陸放送 総合職 ○ 4月3日 http://www.mro.co.jp/corporate/recruit/
43 中部 石川 北陸放送 契約アナウンサー ○ 10月2日 http://www.mro.co.jp/corporate/recruit/
43 中部 石川 テレビ金沢 総合職 5月31日 http://www.tvkanazawa.co.jp/topics/recruit2020.html
43 中部 石川 テレビ金沢 総合職 11月6日 http://www.tvkanazawa.co.jp/topics/recruit2020perm.html
43 中部 石川 テレビ金沢 契約アナウンサー ○ 11月6日 http://www.tvkanazawa.co.jp/topics/recruit2020anno.html
44 中部 長野 長野朝日放送 総合職 ○ 3月18日 http://www.abn-tv.co.jp/recruit/ マイナビ3/1～18、書類～3/20必着
44 中部 長野 信越放送 総合職 ○ 3月18日 http://sbc21.co.jp/recruit/
44 中部 長野 信越放送 総合職 ○ 3月18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 4月15日 https://www.tsb.jp/tsb-info/recruit/20new-index.html
44 中部 長野 NHK長野局 キャスターリポーター ○ 1月7日 https://www.nhk.or.jp/nagano/station_info/staff/staff_2020caster.html
45 中部 福井 福井放送 総合職 10月4日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp100103/outline.html書類10/11締切
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45 中部 福井 福井テレビ 総合職(アナ含む) ○ 4月3日 https://www.fukui-tv.co.jp/company_saiyou.html 説明会東京3/9 福井3/13・18
45 中部 福井 福井放送 総合職 ○ 4月9日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp100103/employment.htmlマイナビ4/9正午締切。書類4/12締切
46 中部 三重 三重テレビ 技術職 4月8日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r305310009/employ/?isc=ps342
46 中部 三重 三重テレビ 総合職、技術職 9月30日 http://www.mietv.com/information/3578.html
47 中部 岐阜 岐阜放送 総合職(営業技術) 5月14日 http://www.zf-web.com/company/jobs/
47 中部 岐阜 NHK岐阜局 キャスターリポーター ○ 12月2日 https://www.nhk.or.jp/gifu/bosyu/caster/index.html
50 近畿 大阪 関西テレビ アナウンサーコース ○ 7月8日 https://www.ktv.jp/recruit-info/ 後期採用。7/8 １２時締切。
50 近畿 大阪 毎日放送 アナウンサー職 ○ 11月9日 https://www.mbs.jp/recruit/entry/

50 近畿 大阪 讀賣テレビ アナウンスコース ○ 11月21日 http://www.ytv.co.jp/recruit/guide/

50 近畿 大阪 朝日放送テレビ アナウンス職 ○ 11月21日 https://www.asahi.co.jp/saiyo/recruitment/index.html#ana

50 近畿 大阪 毎日放送 技術コース 12月5日 https://www.mbs.jp/recruit/entry/

50 近畿 大阪 毎日放送 ITエンジニアコース 12月5日 https://www.mbs.jp/recruit/entry/

50 近畿 大阪 讀賣テレビ 一般技術コース 12月25日 http://www.ytv.co.jp/recruit/guide/

50 近畿 大阪 毎日放送 総合コース 1月8日 https://www.mbs.jp/recruit/entry/

50 近畿 大阪 朝日放送テレビ 総合職 1月10日 https://www.asahi.co.jp/saiyo/recruitment/index.html

50 近畿 大阪 関西テレビ 一般技術コース 1月12日 https://www.ktv.jp/recruit/

50 近畿 大阪 朝日放送テレビ 総合技術職 2月14日 https://www.asahi.co.jp/saiyo/recruitment/index.html

50 近畿 大阪 関西テレビ アナウンサーコース ○ 2月17日 https://www.ktv.jp/recruit/

50 近畿 大阪 テレビ大阪 総合職 3月7日 http://www.tv-osaka.co.jp/qzin/saiyo2020/entry.html

50 近畿 大阪 エフエム大阪 総合職 5月17日 http://www.fmosaka.net/_ct/17264171

50 近畿 大阪 NHK大阪局 リポーター ○ 11月21日 https://www.nhk.or.jp/osaka/reporter/

51 近畿 兵庫 サンテレビ 一般職 5月10日 http://sun-tv.co.jp/recruit2020 3/26～5/10受付。アナウンサー採用なし。書類5/17締切。
51 近畿 兵庫 サンテレビ アナウンサー ○ 11月24日 http://sun-tv.co.jp/recruit/ana スポーツ実況および報道情報番組担当のアナウンサー募集
51 近畿 兵庫 サンテレビ 契約アナウンサー ○ 1月7日 http://sun-tv.co.jp/recruit/ana-keiyaku
52 近畿 京都 京都放送 総合職 8月30日 https://www.kbs-kyoto.co.jp/contents/information/2019/info_090504.htm

53 近畿 滋賀 びわ湖放送 総合職 8月29日 http://www.bbc-tv.co.jp/bbc_entry/index.html 秋採用
53 近畿 滋賀 エフエム滋賀 総合職 ○ 5月7日 https://www.e-radio.co.jp/recruit/
53 近畿 滋賀 びわ湖放送 総合職 5月31日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp216887/outline.html
54 近畿 奈良 NHK奈良局 キャスターリポーター ○ 10月25日 https://www.nhk.or.jp/nara/anacas_boshu/index.html 面接11/9
54 近畿 奈良 奈良テレビ 総合職 8月13日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp203679/outline.html
55 近畿 和歌山 和歌山放送 総合職アナウンス部門○ 10月18日 https://www.wbs.co.jp/2019/09/24/7066.html
55 近畿 和歌山 和歌山放送 総合職 1月31日 https://www.wbs.co.jp/2019/07/08/7066.html
55 近畿 和歌山 NHK和歌山 キャスターリポーター ○ 11月29日 https://www.nhk.or.jp/wakayama/staff/caster/2020_caster_reporter.html
55 近畿 和歌山 テレビ和歌山 一般職 11月30日 http://www.tv-wakayama.co.jp/corp/recruit191127.php
60 中国 広島 広島テレビ 総合(一般・技術・アナ) ○ 3月25日 http://www.htv.jp/recruit/index.html 一般技術職はマイナビ、アナ職はリクナビからエントリー。
60 中国 広島 テレビ新広島 一般・技術職 4月5日 http://www.tss-tv.co.jp/saiyou/ 会社説明会(東京)3/9 WEBセミナー3/19
60 中国 広島 中国放送 総合職、アナウンサー○ 3月21日 http://www.rcc.co.jp/saiyou/grad.htm 職種併願不可。書類3/22締切
60 中国 広島 RCCラジオ ラジオカーリポーター ○ 2月15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 7月29日 https://www.home-tv.co.jp/saiyo/graduaterec/ 夏採用
60 中国 広島 広島ホームテレビ 総合職 3月24日 https://www.home-tv.co.jp/saiyo/graduaterec/
60 中国 広島 テレビ新広島 一般・技術職 7月31日 http://www.tss-tv.co.jp/saiyou/req.html
60 中国 広島 NHK広島局 キャスターリポーター ○ 11月15日 https://www.nhk.or.jp/hiroshima/oshirase/PDF/csrpbosyu.pdf
60 中国 広島 NHK広島局 キャスターリポーター ○ 12月27日 https://www.nhk.or.jp/hiroshima/oshirase/PDF/csrpbosyu.pdf
61 中国 岡山香川 テレビせとうち 総合職 ○ 3月31日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r806381010/ ES4/5締切
61 中国 岡山香川 岡山放送 総合、技術職 4月12日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r888710082/employ/?isc=ps342会社説明会3/30(3/25締切)
61 中国 岡山香川 山陽放送 総合職、アナウンサー○ 3月20日 http://www.rsk.co.jp/company/recruit/
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○ 6月21日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp234132/outline.html
61 中国 岡山香川 岡山放送 総合一般職 8月9日 https://www.ohk.co.jp/recruit/entry/
61 中国 岡山 NHK岡山局 キャスターリポーター ○ 11月21日 https://www.nhk.or.jp/okayama/bosyu/
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62 中国 山口 山口放送 アナウンス職 ○ 3月29日 https://kry.co.jp/outline/person/guideline_a.html 2/18～3/29受付 3/8～31書類提出
62 中国 山口 山口放送 総合職 3月29日 https://kry.co.jp/outline/person/guideline_i.html 2/18～3/29受付 3/8～31書類提出
62 中国 山口 山口朝日放送 総合職、アナウンサー○ 3月29日 https://www.yab.co.jp/recruit
62 中国 山口 テレビ山口 総合職(アナ含む) ○ 4月19日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp112579/employment.html
62 中国 山口 NHK山口局 キャスターリポーター ○ 11月27日 https://www.nhk.or.jp/yamaguchi/eigyo/reporter.html
62 中国 山口 エフエム山口
63 中国 鳥取 日本海テレビ 総合職アナウンサー ○ 4月16日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r634181071/employ/?isc=ps342ES4/19締切
63 中国 鳥取 日本海テレビ 総合職アナウンサー ○ 9月29日 https://www.nkt-tv.co.jp/recruit/ 書類9/30締切
63 中国 鳥取 NHK鳥取局 キャスターリポーター ○ 12月2日 https://www.nhk.or.jp/tottori/casterreporter.html
64 中国 島根 山陰中央テレビ 総合職 ○ 4月15日 http://tsk-tv.com/recruit/
64 中国 島根 山陰放送 総合職地域限定職 ○ 5月24日 http://www.bss.jp/sp/util/entry/24797.html
64 中国 島根 エフエム山陰
64 中国 島根 NHK松江局浜田支局キャスターリポーター ○ 12月4日 https://www.nhk.or.jp/matsue/station_info/bosyu/caster.html
70 四国 香川 エフエム香川 アナウンサー職 ○ 6月14日 https://www.fmkagawa.co.jp/recruit 4/15～6/14受付
70 中国 岡山香川 瀬戸内海放送 総合職 ○ 3月18日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r623400051/employ/?isc=ps342
70 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 ○ 3月25日 http://www.ckp.co.jp/recruit/recruit2020.html
70 四国 岡山香川 西日本放送 総合職 ○ 5月10日 http://www.rnc.co.jp/info/recruit/
71 四国 徳島 四国放送 総合職 5月24日 http://www.jrt.co.jp/saiyo/boshu2019.htm 5/1～24受付
71 四国 徳島 エフエム徳島 アナウンサー技術営業企画○ 7月26日 http://fm807.jp/company/entry/1.html 当初7/16締切から変更(7/12)
72 四国 愛媛 南海放送 総合職 ○ 3月25日 https://www.rnb.co.jp/saiyo/recruit.php  会社説明会3/11愛媛14東京20大阪
72 四国 愛媛 愛媛朝日テレビ 一般職、アナウンサー○ 4月1日 http://eat.jp/company/kyujin2020.html 3/1～受付
72 四国 愛媛 あいテレビ 総合職 ○ 5月10日 https://www.itv6.jp/recruit/2020/ 会社説明会3/22(3/14締切)
72 四国 愛媛 南海放送 総合職(一般、技術) 10月31日 https://www.rnb.co.jp/saiyo/recruit.php
72 四国 愛媛 南海放送 契約アナウンサー ○ 3月6日 https://www.rnb.co.jp/saiyo/anno.php
72 四国 愛媛 宇和島ケーブルテレビ編成制作局 ○ 8月19日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp104991/employment.html
72 四国 愛媛 テレビ愛媛
72 四国 愛媛 エフエム愛媛 一般職 9月29日 http://www.joeufm.co.jp/company/recruit2020.html
72 四国 愛媛 NHK松山局 キャスターリポーター ○ 11月18日 https://www.nhk.or.jp/matsuyama/saiyou/caster/
73 四国 高知 高知放送 総合職 5月21日 http://www.rkc-kochi.co.jp/freesimple/free_933951.html アナウンサー採用なし。書類受付5/7～22
73 四国 高知 テレビ高知 総合職 6月5日 http://www.kutv.co.jp/saiyou201903/ 受付4/1～6/5
73 四国 高知 高知さんさんテレビ 総合職(アナウンサー兼記者)○ 11月5日 http://web.sunsuntv.co.jp/corporate/recruit 総合職(アナウンサー兼記者職)募集
73 四国 高知 高知さんさんテレビ 総合職 5月31日 http://web.sunsuntv.co.jp/corporate/recruit?frm=footer
73 四国 高知 テレビ高知 総合職 10月2日 https://www.kutv.co.jp/saiyou201909/
80 九州 福岡 福岡放送 一般コース 3月19日 http://www.fbs.co.jp/recruit/pc/entry/index.html 書類3/20締切。説明会  大阪3/6 福岡3/7・8・11 東京3/9
80 九州 福岡 福岡放送 アナウンサーコース ○ 3月23日 http://www.fbs.co.jp/recruit/pc/entry/index.html 書類3/24締切。説明会 福岡3/8 東京3/9
80 九州 福岡 九州朝日放送 総合職(アナ含む) ○ 3月26日 http://www.kbc.co.jp/info/recruit/fresh/ 書類3/28 17時締切
80 九州 福岡 九州朝日放送 AitaCARレポーター ○ 11月15日 https://www.kbc-media.co.jp/recruit#recruit-other
80 九州 福岡 RKB毎日放送 アナウンサー ○ 3月17日 https://rkb.jp/saiyo/event_entry.html 説明会福岡2/21・3/8東京2/25・26大阪2/28
80 九州 福岡 RKB毎日放送 総合、技術職 3月21日 https://rkb.jp/saiyo/event_entry.html 説明会福岡2/21・3/8東京2/25・26大阪2/28
80 九州 福岡 RKB毎日放送 キャスタードライバー ○ 11月22日 https://blog.rkbr.jp/blog/snappy_recruit/
80 九州 福岡 テレビ西日本 アナウンサー ○ 2月8日 https://www.tnc.co.jp/saiyo/
80 九州 福岡 テレビ西日本 総合職 3月14日 https://www.tnc.co.jp/saiyo/
80 九州 福岡 TVQ 総合職 3月24日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r347900080/
81 九州 長崎 テレビ長崎 総合職 3月31日 https://www.ktn.co.jp/saiyou/ 3/1～受付
81 九州 長崎 テレビ長崎 リポーターアナウンサー○ 2月2日 https://www.ktn.co.jp/yojimaru_entry/
81 九州 長崎 長崎国際テレビ 総合職 3月25日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r799520045/employ/?isc=ps3423/2517：30締切
81 九州 長崎 エフエム長崎 総合職アナウンサー職○ 5月19日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp216832/outline.htmlアナウンサー職は契約社員として募集
81 九州 長崎 長崎放送 総合職 3月31日 https://www.nbc-nagasaki.co.jp/company/recruit/説明会福岡3/7長崎3/11・14東京3/13
81 九州 長崎 長崎放送 ラジオカーリポーター ○ 1月31日 https://www.nbc-nagasaki.co.jp/radio-topics/2017skkipyboshu/
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81 九州 長崎 長崎文化放送 技術職 4月12日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp211274/employment.html
81 九州 長崎 NHK長崎局 キャスターリポーター ○ 12月13日 https://www.nhk.or.jp/nagasaki/info/caster_191118.html
81 九州 長崎 長崎文化放送 技術職 10月20日 https://www.ncctv.co.jp/offer/33729.html
82 九州 佐賀 サガテレビ 総合職 ○ 4月15日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp226796/outline.htmlweb登録4/15、書類4/19締切。説明会3/15福岡3/18東京3/22佐賀
82 九州 佐賀 NHK佐賀局 キャスターリポーター ○ 12月11日 https://www.nhk.or.jp/saga/recruitment/index.html
83 九州 熊本 テレビ熊本 総合職 ○ 3月25日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r998400066/ OpenES3/26締切
83 九州 熊本 テレビ熊本 アナウンサー(総合職)○ 7月23日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r998400066/seminar/C004/?isc=ps343OpenES7/24締切。春採用でOpenESを提出した方は応募不可
83 九州 熊本 熊本朝日放送 総合職 ○ 4月3日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r925900073/ 受付3/25～4/3
83 九州 熊本 熊本放送 アナウンサー職 ○ 7月19日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r674300028/seminar/C004/後期採用
83 九州 熊本 熊本放送 アナウンサー職 ○ 3月15日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r674300028/employ/?isc=ps342
83 九州 熊本 熊本県民テレビ 総合職 ○ 4月1日 http://www.kkt.jp/information/recruit.html
83 九州 熊本 熊本放送 一般職 4月1日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r674300028/employ/?isc=ps342
83 九州 熊本 NHK熊本局 キャスターリポーター ○ 12月2日 https://www.nhk.or.jp/kumamoto/station_info/staff1911.html
84 九州 大分 大分放送 総合職 ○ 4月21日 http://www.e-obs.com/company/?page_id=6661 会社説明会 大分3/2・5 東京3/14 大阪3/15、会社見学3/1～4/12
84 九州 大分 エフエム大分 総合職(制作、アナ) ○ 5月10日 https://job.mynavi.jp/20/pc/search/corp209258/outline.html説明会4/10・15・19開催
84 九州 大分 テレビ大分 総合職 ○ 3月24日 https://www.tostv.jp/office/recruit/
84 九州 大分 大分朝日放送 総合職 ○ 5月7日 https://www.oab.co.jp/recruit/
84 九州 大分 大分放送 総合職、アナウンサー○ 8月5日 http://www.e-obs.com/company/?page_id=6867
84 九州 大分 NHK大分局 キャスターリポーター ○ 1月10日 https://www.nhk.or.jp/oita/staff/index.html
85 九州 宮崎 テレビ宮崎 総合職 ○ 3月27日 https://www.umk.co.jp/recruitsite/recruitment.html#employeeOpenES3/31締切
85 九州 宮崎 宮崎放送 総合職 4月12日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r936710025/employ/?isc=ps342
85 九州 宮崎 NHK宮崎局 キャスターリポーター ○ 11月22日 https://www.nhk.or.jp/miyazaki/caster_recruit2020/index.html
86 九州 宮崎 宮崎放送 ラジオカーリポーター ○ 2月14日 http://mrt.jp/radio/special/employment/
86 九州 鹿児島 鹿児島讀賣テレビ 総合職 ○ 4月8日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r390310083/ 書類提出4/15・16鹿児島、4/18・19東京
86 九州 鹿児島 鹿児島テレビ 総合職 ○ 3月24日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r801300063/ 説明会鹿児島3/16、東京3/17、福岡3/20
86 九州 鹿児島 南日本放送 総合職(アナウンサー以外) 4月11日 https://www.mbc.co.jp/info/saiyou/index2019.html 説明会東京3/20、福岡3/19、鹿児島3/22
86 九州 鹿児島 南日本放送 総合職(アナウンサー以外) 8月30日 https://job.rikunabi.com/2020/company/r157620054/ 夏採用。8/30 15時締切
86 九州 鹿児島 南日本放送 総合職(アナ) ○ 3月22日 https://www.mbc.co.jp/info/saiyou/index2019.html
86 九州 鹿児島 鹿児島放送 総合職、アナウンサー○ 3月24日 http://www.kkb.co.jp/company/company-4.php
90 沖縄 沖縄 琉球朝日放送 総合職 5月7日 https://www.qab.co.jp/recruit/recruit2020 3/18～5/7受付
90 沖縄 沖縄 琉球放送 総合職(アナ含む) ○ 3月27日 https://www.rbc.co.jp/corp_news/recruit2020/ 書類3/29 17時締切
90 沖縄 沖縄 沖縄テレビ 一般・技術職 4月5日 https://www.otv.co.jp/aboutus/oshigoto/recruit.html
90 沖縄 沖縄 エフエム沖縄 総合職 ○ 8月23日 https://www.fmokinawa.co.jp/topics/96954/
90 沖縄 沖縄 ラジオ沖縄
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