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会社名 株式会社エー・ビー・シー リブラ 

採用予定人数 若干名 

2020年度採用

実績(2021年 4

月入社) 

０名（採用中止） 2019年度 3名 

代表番組 

朝だ！生です 旅サラダ 
(朝日放送テレビ・ 

テレビ朝日系列) 

パネルクイズ アタック２５ 
(朝日放送テレビ・ 

テレビ朝日系列) 

そんなコト考えた事なかったクイズ トリニクって何の肉！？ 
(朝日放送テレビ・ 

テレビ朝日系列) 

おはよう朝日です/おはよう朝日土曜日です (朝日放送テレビ) 

今ちゃんの「実は…」 (朝日放送テレビ) 

自社ＰＲ 

「ハウスプロダクションの枠にはおさまりません！」 

エー・ビー・シー リブラは朝日放送グループのハウスプロダクションでありながら、 

フジテレビ「ジャンク SPORTS」、ＢＳ朝日「魚が食べたい」、Amazonプライムなどの

番組も手掛けています。 

また報道記者やスポーツ記者なども輩出しています。 

枠にとらわれないエンターテインメントを追求しています！ 

問い合わせ先 
〒553-0003 大阪市福島区福島２－４－３ ＡＢＣアネックス５Ｆ 

採用担当 saiyo@abclibra.co.jp  TEL:06-6452-3666 

URL http://www.abclibra.co.jp/ 

従業員数 78名（2021年 3月現在） 

基本給 211,000円（2020年 4月実績） 

諸手当 制作手当、時間外手当、裁量手当、通勤手当、深夜手当、早朝手当、家族手当等 

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金、慶弔見舞金、食堂利用 

勤務地 大阪・東京 

応募方法 マイナビにてエントリーしてください。 

選考方法 適性検査、面接ほか 

対象最終学歴 

大学 大学院 短期大学 専門学校 

〇 〇 〇 〇 

ジャンルごとの 

制作比率 

ドラマ ドキュメンタリー 情報 バラエティ その他 

0.5割 － 5.5割 3.5割 0.5割 

 

 

 

mailto:saiyo@abclibra.co.jp
http://www.abclibra.co.jp/
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会社名 株式会社エスエスシステム 

採用予定人数 15～20名 

2020年度採用

実績(2021年 4

月入社) 

12名（男性 5名・女性 7名） 

代表番組 

アウト×デラックス  ワイドナショー  ※ダウンタウンなう            

芸能人が本気で考えた！ドッキリ GP ※ホンマでっか⁉TV 

※関ジャ二クロニクル ※さんまのお笑い向上委員会 ほか 

(フジテレビ) 

※水曜日ダウンタウン ※炎の体育会 TV ※王様のブランチ 

※有吉ジャポンⅡジロジロ有吉 ※ひるおび   

東大王  アイ・アム冒険少年  ほか 

(TBSテレビ) 

※お願い！ランキング   ※ザワつく！金曜日            

※伯山カレンの反省だ！ ※家事ヤロウ！！！ ほか 
(テレビ朝日） 

※ヒルナンデス ※ZIP！ ※スッキリ ※今夜くらべてみました 

※ぶらり途中下車の旅 ほか 
(日本テレビ) 

えぇトコ ごごナマ  ほか （NHK） 

林先生の初耳学！ ほか （毎日放送） 

※おかべろ ※やすとも・友近のキメツケ！   ※スタッフ協力 (関西テレビ) 

自社ＰＲ 

２０２２年度、社会へ飛び立つ皆様へ… 

「仕事良し！仲間良し！未来良し！」どこにも負けない若い力が躍動し、様々な番組 

を制作しています！今もっとも明るく活気あふれる我が社で、素晴らしい未来を共に 

築きましょう！最初は不安も多くあると思いますが、先輩が丁寧に指導いたします。 

どんな困難やツライことも仲間と共に笑顔で乗り越え、人々に感動を届けます！泣い 

て笑って刺激いっぱいな充実した日々をお約束します！ご応募お待ちしております。 

問い合わせ先 採用担当 saiyo@sssystem.co.jp (東京 TEL:03-6435-9080大阪 TEL:06-6371-1000) 

URL https://sssystem.co.jp/ 

従業員数 120名（男性 60名・女性 60名）   

基本給 
東京：229,000円～235,000円見込み（※研修期間 3 ヶ月あり） 

大阪：219,000円～225,000円見込み（※研修期間 3 ヶ月あり） 

諸手当 通勤交通費、賞与（年 2回）、昇給（年１回） 

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、定期健康診断 ほか 

勤務地 東京・大阪（東京オフィス、大阪オフィス、各放送局 ほか） 

応募方法 会社 HPよりエントリー ※追って面接日時ご案内。 

選考方法 書類選考→一次面接→二次面接→三次面接（個人） 

対象最終学歴 

大学 大学院 短期大学 専門学校 

〇 〇 〇 〇 

ジャンルごとの 

制作比率 

ドラマ ドキュメンタリー 情報 バラエティ その他 

0.5割 0.5割 3割 5割 1割 

mailto:saiyo@sssystem.co.jp
https://sssystem.co.jp/
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会社名 株式会社ＭＢＳ企画 

採用予定人数 １～３名程度 

2020年度採用

実績(2021年 4

月入社) 

０名 

代表番組 

林先生の初耳学（スタッフ協力） (ＴＢＳ系列) 

サタデープラス（スタッフ協力） (ＴＢＳ系列) 

住人十色 (ＭＢＳ) 

せやねん！（スタッフ協力） (ＭＢＳ) 

魔法のレストラン（スタッフ協力） (ＭＢＳ) 

自社ＰＲ 

弊社はＭＢＳメディアホールディングスグループの安定した基盤の上で 

あらゆるメディアの可能性に挑戦し成長を続けています。 

テレビ番組の企画・制作、美術制作をはじめ、広告・保険代理業務、住宅展示場の 

運営など事業内容は多岐にわたり、ひとつの業種に偏らない安定性を保って 

います。 

またテレビ番組制作は系列局以外やＢＳ放送の番組も受注。 

その他、ＣＭや動画制作、ユーチューブ配信なども手がけています。 

最先端の空気を取り込み、オールメディアで活躍の場を広げています。 

問い合わせ先 

〒530-8304 

大阪市北区茶屋町１７番１号 

株式会社ＭＢＳ企画 総務経理部 ２０２２年度採用係 

TEL:06-6359-1604 FAX:06-6359-1634 

URL https://www.mbsp.co.jp/ 

従業員数 １２３名（２０２１年２月現在） 

基本給 
・226,000円（大学卒・２２歳） 

・221,000円（短大・高専・専門学校卒・２０歳） 

諸手当 通勤交通費 ほか 

福利厚生 
【制度】健康・厚生年金・雇用・労災等各種社会保険、健康保険組合 ほか  

【施設】ＭＢＳ診療所、契約保養所、食堂 ほか 

勤務地 大阪本社及び東京支社、各放送局等 

応募方法 
マイナビ２０２２からエントリーしてください。  

エントリーして頂いた方にマイページ内お返事箱に応募詳細をお届け致します。 

選考方法 （予定） 書類選考 → 一～二次面接 → 筆記試験、適性検査 → 役員面接 

対象最終学歴 

大学 大学院 短期大学 専門学校 

● ● ● ● 

ジャンルごとの 

制作比率 

ドラマ ドキュメンタリー 情報 バラエティ その他 

０．５割 ２割 ５割 ２割 ０．５割 

https://www.mbsp.co.jp/
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会社名 （株）ジッピープロダクション 

採用予定人数 若干名 

2020年度採用

実績(2021年 4

月入社) 

７名 

代表番組 

行列のできる法律相談所 (日本テレビ ) 

ザ！世界仰天ニュース (日本テレビ) 

バナナマンのせっかくグルメ！ (ＴＢＳ) 

中居大輔と本田翼と夜な夜なラブ子さん (ＴＢＳ) 

ＹＯＵは何しに日本へ？ (テレビ東京) 

自社ＰＲ 

ジッピーにヒット番組を作る機械はありません。 

ジッピーに素敵なナレーションを打ち出すプリンターはありません。 

ジッピーにあるのは"人"です。 

ジッピーの礎となる「元気な」「きびきびとした」人材を募集します。 

問い合わせ先 ０３－６８２１－７７７３（総務・採用担当 小杉・長谷川） 

URL https://www.zippy-pro.co.jp 

従業員数 約７０名 

基本給 ２１５０００円（別途諸手当） 

諸手当 通勤交通費・休日出勤手当など 

福利厚生 
社保完備（健康保険・厚生年金・年金基金・雇用保険・介護保険・労災保険など） 

退職金制度など 

勤務地 東京都内 

応募方法 弊社ＨＰより応募 

選考方法 筆記試験・面接 

対象最終学歴 

大学 大学院 短期大学 専門学校 

○ ○ ○ ○ 

ジャンルごとの 

制作比率 

ドラマ ドキュメンタリー 情報 バラエティ その他 

- １割 - ８割 １割 

 

https://www.zippy-pro.co.jp/
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会社名 
  

採用予定人数 10名程度 

2020 年度採用実績 10名 （男性 3名・女性 7名）  → 採用地 東京 7名・大阪 3名 

現在制作中の 

代表番組 

帰れマンデー見っけ隊！！/ 中居正広のニュースな会 

お願い！ランキング / 帰れま１０ 他 
( テレビ朝日 ) 

トリニクって何の肉！？/ おはよう朝日です / アタック 25 / 

キャスト / やすとものいたって真剣です 他 
( 朝日放送 ) 

とくダネ！ / ものまね王座決定戦 他 ( フジテレビ ） 

ドラマ「駐在刑事」 他 ( テレビ東京 ) 

ガッテン！ 他 ( NHK ) 

せやねん！/ ちちんぷいぷい /ミント！ 他 ( 毎日放送 ) 

マルコポロリ / 報道ランナー 他 ( 関西テレビ ) 

あさパラ！ / 旅ぷら / かんさい情報ネット ten. 他 ( 読売テレビ ) 

昭和歌謡ベストテン DX （ BS-TBS ） 

アカデミー賞/中島健人の今、映画について知りたいコト。 ( WOWOW ) 

恋する週末ホームステイ /スピードワゴンの月曜 TheNIGHT  

ぶっちゃけいりん / 町田ゼルビアを作ろう  他 
( AbemaTV ) 

自社ＰＲ 

45 周年記念事業として製作しました映画「すくってごらん」、今春 3.12 全国公開！ 

企業理念は 「Change& Challenge」。 常に新しいことに挑戦し続ける会社です。 

社風は明るく、代表とも距離が近い風通しの良い会社。 

業務内容は、放送局からの依頼で様々な番組を担当するほか、自社の企画による

番組パッケージ制作も行っています。バラエティ、情報番組、ドキュメンタリー、 

ドラマ、インターネット番組、音楽番組、旅番組…と制作ジャンルは多種多様。 

テレビやネットで新しい番組を作りたい！ と考えているあなた！是非ご応募下さい。 

問い合わせ先 
東京本社担当：長﨑  TEL：03-6230-3575  MAIL：management-t@totsu-plan.com 

大阪本社担当：松下  TEL：06-6451-7677  MAIL：soumu@totsu-plan.com 

URL http://totsu-plan.com/ 

従業員数 79名（男 48名・女 31名 / 東京 38名 大阪 41名） 2021年 1月時点 

基本給 東京：月給 235,000円  大阪：月給 223,000円（固定残業手当含む）  

諸手当 賞与別途支給（夏・冬）、通勤費支給 

福利厚生 

各種社会保険完備、退職金制度、慶弔見舞金、親睦リクリエーション補助金、 

映画鑑賞補助金、人間ドック補助金、インフルエンザ予防接種補助金、 

二次健康診断補助金、リゾート施設法人会員、各種表彰制度、貸付金制度 

勤務地 東京・大阪 

応募方法 

当社指定の履歴書と提出課題を記入の上、郵送、もしくはメールにてご応募下さい。

詳細は弊社 HP採用情報もしくはマイナビをご覧ください。 

選考の案内や結果は、マイナビより通知しますので、必ずエントリーをお願いします。 

選考方法 １次書類選考→２次選考→３次選考→最終選考  選考会場は東京と大阪で開催。 

対象最終学歴 

大学 大学院 短期大学 専門学校 

〇 〇 〇 〇 

ジャンルごとの 

制作比率 

ドラマ ドキュメンタリー 情報 バラエティ その他 

１．５割 １割 ３割 ３．５割 １割 

mailto:management-t@totsu-plan.com
mailto:management-t@totsu-plan.com
mailto:soumu@totsu-plan.com
http://totsu-plan.com/
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会社名 株式会社メディアプルポ  

採用予定人数 制作職・ｺﾝﾃﾝﾂﾌﾟﾗﾝﾅｰ職 正社員 若干名 （試雇期間 6 カ月予定） 

2020年度採用

実績(2021年 4

月入社) 

4名（男性 3名、女性 1名） 

代表番組 

ウラマヨ！ (関西テレビ放送) 

関ジャニ∞のジャニ勉 (関西テレビ放送) 

モモコの OH！ソレ！み～よ！ (関西テレビ放送) 

ドラマ おっさんずラブ- in the sky -（チーフ演出） (テレビ朝日) 

ドラマ 浦安鉄筋家族 (テレビ東京) 

自社ＰＲ 

当社は関西テレビ放送１００％グループの番組制作会社です。 

情報バラエティー番組を中心にドラマ、映画、イベントなど多彩なコンテンツを 

創出しています。番組内のワンコーナーのみでなく、企画から納品するまで 

トータルに手がかけられるのは当社ならでは。 

質の高い番組作りに日々挑戦しています。 

（昨年夏に大阪本社はカンテレ扇町スクエアに移転いたしました。） 

問い合わせ先 

㈱メディアプルポ 採用担当 

〒530-0025 大阪市北区扇町 2丁目 1番 7号カンテレ扇町スクエア 3階 

TEL:06-6315-2578 

URL http://www.pulpo.jp/ 

従業員数 60名（2021年 1月現在） 

基本給 
214,940円（時間外勤務手当 30時間分 44,940円含む） 

※30時間を超える時間外勤務、休日勤務、深夜勤務を行った場合は追加支給 

諸手当 
通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、所帯手当、家族手当、年

末年始出勤手当 他 ※所帯手当・家族手当は試雇期間中は対象外 

福利厚生 
健康保険（関西テレビ健康保険組合）、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、 

退職金制度・定期健康診断・KTV契約保養所利用 他 

勤務地 大阪、東京 

応募方法 
マイナビよりエントリーしてください。 

後日弊社より連絡いたします。 

選考方法 ES選考、筆記試験、作文、面接 予定 

対象最終学歴 

大学 大学院 短期大学 専門学校 

〇 〇 〇 〇 

ジャンルごとの 

制作比率 

ドラマ ドキュメンタリー 情報 バラエティ その他 

1割 － 3割 5割 1割 

http://www.pulpo.jp/
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会社名 株式会社 ytv Nextry 

採用予定人数 6名 

2020年度採用

実績(2021年 4

月入社) 

3名（男性 3名、女性 0名） 

代表番組 

「ダウンタウン DX」 (読売テレビ) 

「情報ライブ ミヤネ屋」（スタッフ協力） (読売テレビ) 

「かんさい情報ネット ten.」（スタッフ協力） (読売テレビ) 

「大阪ほんわかテレビ」（スタッフ協力） (読売テレビ) 

「クチコミ新発見！旅ぷら」 (読売テレビ) 

自社ＰＲ 

ネクストライは読売テレビのグループ会社で、制作から撮影・編集・音効・MA と制作

工程のすべてを社内に持つ総合プロダクションです。昨年、会社設立 50周年を迎

え、今年は「ネクストライ」と言う現社名に変更してから 10周年を迎える節目の年とな

ります。次代へ大きく一歩を踏み出したいという思いを込めた 10周年のキャッチフレ

ーズは『超えてく』。自分自身の能力を、世代を、期待を、そしてメディアを超えて、こ

れからもネクストライは作品制作に向き合っていきたいと考えています。 

新たな世界を共に拓く、若人を熱望しています。 

問い合わせ先 
〒540-8510 大阪市中央区城見 1-3-50 読売テレビ本社ビル 6階 

採用担当：shinsotsu_saiyo@nextry.net 

URL https://www.nextry.net/ 

従業員数 正社員 233名（男性 187名、女性 46名） 

基本給 205,700円 

諸手当 通勤手当、出張手当、家族手当、業務手当、割増賃金（時間外・深夜・休日）他 

福利厚生 各種社会保険完備、退職金制度、リフレッシュ休暇制度 他 

勤務地 大阪市中央区城見 

応募方法 マイナビ２０２２より Webエントリー 

選考方法 ES選考→一次選考（WEB）→二次選考（対面）→SPI（WEB）→最終選考（対面） 

対象最終学歴 

大学 大学院 短期大学 専門学校 

〇 〇 〇 〇 

ジャンルごとの 

制作比率 

ドラマ ドキュメンタリー 情報 バラエティ その他 

－ 1割 4割 4割 1割 

mailto:shinsotsu_saiyo@nextry.net
https://www.nextry.net/


 

 

 

 http://www.atp.or.jp/ 

「会員社採用情報」へのアクセス方法： 

ホームページトップ＞「就活支援」＞「会員社採用情報」の順にクリック 

ATP 加盟社の採用情報は 

こちらでもチェック！ 


