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ホワイエ

六本木ヒルズ・ハリウッドビューティプラザ 5F

『ハリウッドホール』

東京都港区六本木6-4-1（東京メトロ日比谷線／都営地下鉄大江戸線

六本木駅C1出口）

『合同企業説明会』日本映像事業協会に所属する様々な映像関連企業が個別にブースを構え、様々な質問にお答えつつ、
ディスカッションコーナー『映像業界

就職指南塾』

日本映像事業協会に所属する様々な映像関連企業から、著名なディレクター、
プロ
デューサー、マネージャーなどがパネルディスカッション。
業界の表から裏側まで、就活に役立つ情報満載！
映像業界を目指すキミ、映像業界をよく知ってください！
！
タイムスケジュール

〜

① 11時00分
11時45分

〜

② 12時00分
12時45分

〜

③ 13時00分
13時45分

〜

④ 14時00分
14時45分

○ ディレクター・プロデューサーの本音
現場で活躍中のディレクターやプロデューサーが「制作現場
のこと」
「様々な体験談」
「新入社員に望むこと」など赤裸々に
討論！映像業過の表も裏も全部知る！
《パネラー》
※ホームページをご覧ください
○ ADの生態を探る
様々なジャンルのADが集合！やりがい、目標、辛いこと、○
○、何でも暴露！明日のキミが見られるかも
《パネラー》
▶ 各社アシスタントディレクター
○ 芸能マネージャーの仕事
「結局マネージャーってなにするの？」知られていないマ
ネージャーの実態に迫ります。
スペシャルパネラーに『8.6秒バズーカー』
を招き、マネー
ジャーの本質、そして
『8.6秒バズーカー』の…くぁwせdrftgy
ふじこ
《パネラー》
▶ 上田浩平（吉本興業マネージャー／入社8年目）
担当：ピース、平成ノブシコブシ、千原兄弟、他
▶ 8.6秒バズーカー

○ 人事担当者が就活生に対して思っていることを包み隠さず
吐露。
コレを聞いて対策を！
《パネラー》
▶ 柴田紀之（さんばん／代表取締役）
▶ 梶田裕貴（セップ／代表取締役）
▶ 茂木方人（テレテック／取締役総務本部長）
▶ 岡村宇之（ウッドオフィス／総務担当執行役員）

面談を行っています!! 「あんなこと」から
「こんなこと」
まで遠慮無く質問をぶつけてください!!
現4年生大歓迎！既卒者大々歓迎！
！ 履歴書持参で、
「即面談」→「即内定」→「即採用」
？？？？！
映像業界に自分をねじ込みたいキミ、
チャンスです！
参加会社

アルファ・グリッド（映像制作）
東北魂 TV（ BS フジ）
、AKB48 Show（NHK-BS プレミアム）、
ワイドナショー（CX）、THE MANZAI（CX）
泉放送制作（番組制作）
あさチャン(TBS)、夢の扉+（TBS)、
スポーツ番組全般（CX）、
土曜ワイド劇場・おとり捜査官シリーズ（EX）
麻布プラザ（ポストプロダクション）
ザ! 世界仰天ニュース（NTV）、
ぐるぐるナイティナイン（ NTV）、
天才！志村どうぶつ園（NTV）、SmaSTATION！
！
（EX）
ウッドオフィス（映像制作）
THE フィッシング（TVO(TX)）、世界の超！絶景ハウス（TX）、
おはスタ
（TX）、ATP テニスワールドツアー（BS 朝日）
エスエスシステム（番組制作）
にじいろジーン（KTV）、
アウト×デラックス（CX）、
ごきげんライフスタイル よ〜いドン！
（KTV）
NX（番組制作）
ZIP!（NTV）、
スーパーJ チャンネル（EX）、
とくダネ！
（CX）、
MUSIC FAIR（CX）、Kinki Kids のブンブブーン（CX）
エンネットワーク（番組制作）
主治医が見つかる診療所（TX）、
とりよせ亭（BSジャパン）、
健康スイッチ（TX）、仰天クイズ！珍ルールSHOW！
（TX）
オフィスぼくら（番組制作）
踊る！さんま御殿！
！
（NTV）、
ガムシャラ！
（EX）、
ダウンタウンの大晦日スペシャル！絶対に笑ってはいけない（NTV）
クリーク・アンド・リバー社（番組制作）
有吉弘行のダレトク！？
（KTV）、
アイ・アム・冒険少年（TBS）、
巷のリアルTV カミングアウト
（CX）
ケイマックス（映像制作）
『ぷっ』すま（EX）、A-Studio（TBS）、
さまぁ〜ず× さまぁ〜ず（EX）、きらきらアフロTM（TX）
さんばん（映像制作）
あさイチ（ NHK総合）、情報プレゼンター とくダネ! ( CX）、
きょうの料理(NHK E テレ）、
「POWER GAME」
（ NHK BS プレミアム）
スーパーテレビジョン（番組制作）
「まさはる君が行く 新ペットの旅」(BSJ・TX）
、
「L4 YOU」
（TX）、
「未来世紀ジパング」
（TX）、
「クロスロード」
（TX）
セップ（映像制作）
Alexandros「Girl A」MV、ONE OK ROCK「Mighty Long Fall」MV、
東方神起「LIVE TOUR 2015 WITH」、SUNSTAR Ora2 TVCM
ダイナマイトレボリューションカンパニー（番組制作）
直撃!コロシアム!スバッと!TV（TBS）、サタデープラス
（MBS）、
池上彰の報道特番（TX）、世界のコワ〜イ女たち
（TBS）

（撮影技術）
テレテック
プロ野球中継「埼玉西武ライオンズ オフィシャル映像制作」
「HEIWA X PGM CHAMPIONSHIP」他、テレビ朝日スポーツ番組
トップシーン（番組制作）
関ジャム完全燃SHOW（EX）
、未来世紀ジパング（TX）
、
ガイアの夜明け（TX）、週刊ニュースリーダー（EX）
トラストネットワーク
（番組制作）
スーパーJ チャンネル（ローカル）、
ドミソラ
（福島放送）、
○っと
（青森朝日放送）、
とびっきり！しずおか（静岡朝日テレビ）
日企（映像制作）
世界の果てまでイッテQ！
（NTV）
、ザ！鉄腕！DASH！
！
（NTV）、
1 億人の大質問！？笑ってコラえて！
（NTV）
ビー・ブレーン（番組制作）
ウチくる！？（CX）、
もしもツアーズ（ CX）
、おじゃマップ（CX）
キスマイ BUSAIKU！？
（ CX）、人生のパイセン TV（ CX ）
ビアーズ（番組制作）
ぐるぐるナインティナイン（NTV）、
オレベスト（ATX）、
今宵こんな片隅で…（ATX）、キスマイ BUSAIKU!?
（CX）
ビジュアルコミュニケーションズ（撮影技術）
キッチンが走る！
（NHK）
、有吉弘行のダレトク！？
（CX）、
人間観察バラエティ〜モニタリング（TBS）、バイキング（CX）
フーリンラージ（番組制作）
しくじり先生 俺みたいになるな!!（EX）、
月曜から夜ふかし
（NTV）、
私の何がイケないの？
（TBS）、マツコの知らない世界（TBS）
富士巧芸社（番組制作）
櫻井有吉アブナイ夜会（TBS）、直撃LIVE グッディ!（CX）、
あのニュースで得する人損する人（NTV）、ロンドンハーツ（EX）
プロフィット（番組制作）
報道ステーション（EX）、
スーパーJ チャンネル（EX）、
あさチャン！
（TBS）、ひるおび！
（TBS）、あさイチ（NHK）
ホリプロ（芸能プロ）
【CM】 永谷園、江崎グリコ、明治 ほか
【連続ドラマ】東京センチメンタル（TX）、
【映画】植物図鑑）
モスキート（番組制作）
世界まる見え！テレビ特捜部（NTV）、
しゃべくり 007（ NTV）、
月曜から夜ふかし
（NTV）、幸せ！ボンビーガール（NTV）
吉本興業（総合エンタテインメント）
旅猿9 (NTV)、バイキング (CX)、
もらい酒みなと旅 (TX)
プレバト！
！(MBS)、火花 (Netﬂix)

