
当社ホームページ「新規採用」コーナーにて規定のエントリーシートをダウンロードし、必要書類と一緒に
郵送にてご応募ください。詳しくは、ホームページにてご確認ください。

テレビ番組にならない事は、一つも存在しません。ありとあらゆる事が番組になり、視聴者を楽しませ、感動させます。
あなたが今、学んでいることはテレビとは関係ない？　「法学部」→「法律バラエティ」、「考古学部」→「歴史ドキュメント」、「服飾
学部」→「ファッション番組」、何でも番組のテーマにできるのです。
ウッドオフィスが1983年に記憶に残る記録として映像を創り始めて、今年で35周年！　情報、バラエティ、ニュース、ドキュメン
タリー、スポーツ、ドラマ、企業VPなど視聴者が望み、また制作者が楽しめる作品を数多く自由に創造してきました。テレビや映
像に興味のある方、もの作りが好きな方、あきらめず続けられる方、一緒に映像を紡いでいきましょう！

新規採用募集要項（平成31年／2019年度 秋採用）
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担当者

ウッドオフィス株式会社  なとり てい

 名取 禎

 みよし やすお

 三好 康雄管理本部人事担当

代表取締役社長

〒105-0004 東京都港区新橋 5 - 26 - 5
JR・東京メトロ・都営地下鉄　新橋駅　下車徒歩 7 分

03 -6402 -1221

昭和58年（1983年）
※ 2010年、WACホールディングの
 制作部門を分社化

応募資格
2019年4月1日までに大学、短期大学、各種専門学校を卒業見込み、または既に卒業している者。
（出身学部・学科は一切問いません）

待　遇

初任給 210,000円（諸手当を含む）

1,000万円

アシスタントディレクター　（映像コンテンツ企画・制作に関わる業務）

年　商 26億円
（2016年度実績）

188名（男：116名／女：72名）
（ウッドオフィスキャリア含む）

03 -6402 -1224 wo_recruit@wo-gr.jp

映像コンテンツ企画制作（テレビ番組、コマーシャル、デジタルソフト）
イベント企画制作、セールスプロモーション企画制作、放送関連設備システム設計

日本放送協会、日本テレビ放送網、東京放送、フジテレビジョン、テレビ朝日、テレビ東京、テレビ大阪、フェイス、
電通、博報堂、日本大学、本田技研工業、小学館集英社プロダクション、他

THEフィッシング(TVO)、住んでる人が見たい!世界の超!絶景ハウス(TX)、昼めし旅(TX)、エイエイGo!(ETV)、
地球絶景紀行(BS-TBS)、ワタシが日本に住む理由（BSジャパン）、ATPテニスワールドツアー500（BS朝日)、
GOLFイレブン(BS11)、幸せ!バイキング家族(TX) 、真相報道バンキシャ！(NTV)、徹子×さまぁ～ずの爆笑芸賓館（EX）
THE OUTSIDER(ネット配信)、佐藤製薬・サロメチールCM、他多数

応募方法

送付先
〒105-0004　東京都港区新橋5-26-5
ウッドオフィス株式会社　管理本部　2019年度 秋新規採用応募受付係　宛

雇用形態 正社員　（試用期間；3ヶ月間　※期間中の待遇は正社員に準じます）

勤務時間 10時～19時（但し、部署・勤務内容により異なります）

勤務地 東京都港区新橋、在京テレビ局 他

休　日 週休2日制、祝祭日　（有給、慶弔、年末年始、夏期休暇有／但し、部署・勤務内容により異なります）

福利厚生 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、iPhone貸与（通信費全額補助）等

入社予定日 2019年4月1日

※詳しくは当社ホームページ「http://www.wo-gr.jp/w-o/」をご覧ください。

応募書類受付（原則書類選考は行いません） → 第一次選考（ディレクター面接）2018年12月13日
→ 最終選考（役員面接）2018年12月25日        →　実地研修（1週間程度）
→ 内定者面談 → 採用・入社（2019年4月1日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※上記スケジュールは、予告無く変更する場合がございます）

2018年11月30日（金）（詳しくは弊社ホームページでご確認ください）

選考方法

採用実績 2018年度 2017年度 2016年度

応募締切

11名（男：8名／女：3名） 8名（男：3名／女：5名） 10名（男：6名／女：4名）



■ウッドオフィスに関して
Q1.  どのような番組を制作していますか？
A1.  当社では、創業以来、時代のニーズに合わせてニュースからバラエティ、スポー

ツ、ドラマ、CMまで多岐に渡って数多くの番組を制作してきました。 
 現在は、ニュース・ドキュメンタリー、情報バラエティ、スポーツ（中継、ドキュメン

タリー）の3分野を軸に番組を制作しています。
 詳しくはホームページの主要作品制作リストをご覧ください。

Q2. WACホールディングとは？
A2.  映像を総合的にプロデュースする集団として、
 映像企画制作会社であるウッドオフィス(株) (Wood’s Office)を軸に、 
 ビデオ編集センター・麻布プラザ(株) (Azabu Plaza)、
 放送機器レンタル・販売のクリエイティヴ・コア(株) (Creative Core)、
 それぞれの頭文字を取って名付けられたのがWACホールディング(株)です。
 ウッドオフィスには子会社として人材派遣会社のウッドオフィスキャリア(株)。
 放送芸能プロダクション事業部としてA3プロデュースがあり、
 企画立案～納品までの番組制作行程のほとんどをグループ内部だけで賄うこ

とが可能になっています。

Q3.  ドラマの企画制作はしていますか？
A3.  Webの主要制作作品リストに記載されている以外にも、ドラマ、ビデオシネマ

など数多くの制作実績があり、今後も積極的に制作していきます。

Q4.  CMの企画制作はしていますか？
A4.  いままでに年数本づつ制作していますが、CM制作はテレビ番組などの制作と

は違った部分が少なからずあるため、主軸とはならないと思いますが、今後も
積極的に制作はしていきます。 

■応募に関して
Q5.  既卒者・大学院卒業予定者は応募可能ですか？
A5.  当社では、受験資格として新卒、既卒、また専門学校、短期大学、４年生大学、大

学院、高等学校卒など出身学校の種別は、特に選考の条件とはしておりません。

Q6. 各種セミナーや学校でのウッドオフィス説明会などを受講しないと応
募できないのでしょうか？

A6.  説明会受講の有無は応募条件に含まれてはいませんので、受講しなくても応募
は出来ます。なお、説明会では、入社2～3年目の先輩ADとのディスカッションを
予定していますので、機会があれば是非参加してみてください。 

Q7. WACホールディング関連各社での採用、また入社後に各社への出向
などありますか？

A7.  関連各社ごと採用を独自に行っておりますので、当社にて関連各社での採用や
出向などを行うことは、原則としてありません。

 但し、各社入社後に本人の希望があれば転籍することは可能ですし、実際に転
籍し活躍している社員もおります。

 なお、関連各社の募集要項は、それぞれ独自に募集をしており、当社では分かり
かねますので、日程など詳しい状況などは、それぞれのWebの募集告知ページ
をご確認ください。

Q8.  使っているパソコンで「応募用紙」が上手くダウンロード、プリントアウ
トできません。どのようにすれば良いのでしょうか？

A8.  それら諸々を含めての募集となっておりますので詳しいことはお答えできませ
ん。臨機応変に対処するようにしてください。 

Q9. パソコンを扱えないといけないのでしょうか？
A9.  インターネットを利用してのリサーチ、撮影用台本などのワープロ清書、テロッ

プの作成…、そしてパソコンを使って行う編集業務、等々。
 入社後、パソコンを使って行う業務が多いことから、『インターネットの情報を活

用して、見栄えの良いレポートが作成できる』程度のパソコン習熟度は必要です。
それ以上は入社後に覚えてくだされば結構です。

 なお、これまでの業界の流れ、特にパソコンを使って行う編集業務はApple社
の「Final Cut Pro」が普及しているため、導入されているパソコンにはMacが多
いのですが、Windowsと通常の扱いに大きな違いはありません。

Q10. 採用に関して有利な資格などありますか？
A10.  採用に有利になる資格はこれといってありませんが、普通自動車の運転免許証

は有ったほうが良いです。テレビ業界に限らず、社会人になってから運転免許
証を取得しに行くのは非常に困難ですし、運転をする機会は意外と多いですか
ら、まとまった時間を当てられる学生時代に取得することを強く勧めます。

Q11. 学校ではテレビ番組とは縁もゆかりもないことを学んでいますが大丈
夫ですか？

A11.  テレビ番組と縁もゆかりもないことって何でしょう？テレビ番組のネタにならな
いことなんて世の中に一つもありません。 今学んでいることをテレビ番組のネ
タにすればいいだけです。例えば「法学」を学んだのなら「法律バラエティ」の企
画書が書けるし、「栄養学」を学んでいるのならダイエットネタには困らないで
しょう。テレビ業界のことやADの仕事内容は入社後に学んでください。

 もちろん、学校で映像分野の勉強をしたのならばそれを最大限に活かし、ス
タートダッシュをしてください。

Q12.  インターンシップの受け入れは行っていますか？
A12.   テレビを見ているだけでは、全く想像がつかないのが、テレビ番組の制作現場

ではないでしょうか？
 そのギャップを埋めるべく、ウッドオフィスでは積極的にインターンシップを受

け入れようと考えています。受け入れ期間、条件など最新情報をホームページ
上で公開していますので、ご覧の上、是非ご相談ください。

 但し、番組制作には企画立ち上げから完成まで最短でも3ヶ月程度は必要とし
ます。 3～5日程度で全てを理解するのは非常に困難ですから、少しでも長い時
間を預けていただければ嬉しいです。

■入社後の待遇に関して
Q13.  勤務場所について教えてください。
A13.   勤務場所は、ウッドオフィス社内（東京都港区新橋）の他に、ウッドオフィスキャ

リアに所属して在京各テレビ局スタッフルームでの勤務があります。 

Q14.  入社後の配属はどのように決定されますか？本人の希望は考慮されま
すか？

A14.   入社後は1ヶ月程度の研修期間を経て各番組へ配属されます。配属される番組
は本人の適性と現場の制作状況に応じて決定されます。

 希望もある程度は考慮します。但し、「釣り好きなので釣り番組」「漫才ファンだ
からお笑い番組」というような単純な発想の配属はありません。それよりも、
様々な番組に携わり、色々な経験を積むことのほうが重要だと考えています。 

Q15. ディレクター（プロデューサー）になるには、おおよそ何年ぐらいかかる
のですか？

A15.   入社してからの努力と、その間に磨かれた才能によってディレクターになる年数は
決められますから目安としての年数は特に有りません。

 平均すれば3年位と言ったところですが、努力が足りなければ10年経ってもアシ
スタントディレクターのままというのがこの業界です。

 ウッドオフィスでは、2年目を過ぎた頃にはディレクターになるための課題とチャ
ンスを個々に与え、成長を促してはいます。

 ちなみに映像に関する才能はディレクターになってから必要で、アシスタント
ディレクターの間は努力の方が何百倍も必要です。才能は努力の結果、見つけ、
養われ、身に付いてくるものです！

Q16.   現在、ディレクターを希望していますが、将来的にプロデューサーにな
ることは可能でしょうか？

A16.   採用試験で本人の希望を伺い、入社後、各部署・各番組へまずはアシスタント
ディレクターとして配属されます。

 しばらく経験を積んだ後、本人の希望を尊重し、適性を見極め、プロデューサー
として働いてもらうことになります。

 ただ、プロデューサーは番組を統括する存在である以上、ある程度の「演出能
力」が必要だと考えています。ディレクターと演出論を討議できる間柄でなけれ
ば現場を抑えることは難しいからです。

Q17. 入社してすぐに自分の企画やアイディアを実際の番組で活かすチャン
スはありますか？

A17.  ウッドオフィスのプロデューサーやディレクターは常に門戸を開き、新しいモノ
を求めています。月に1～2回、企画会議を開き、スタッフ全員でネタを持ち寄り、
アイディアを精錬しています。斬新かつ具体的な企画・アイディアがあれば、臆す
ることなくドンドン提案してみてください。 

Q18.  勤務体系について教えてください。
A18.   勤務時間は、原則として朝10時に出社し、夜19時まで、休日は日祝日と隔週土曜

日と年末年始、夏期休暇となります（その他に慶弔休暇制度有り）。
 しかし、勤務時間は早朝にロケが入ったり、収録や編集が長引けば終電までと

なってしまいますので、現場の状況に合わせてシフトしていくことになります。
 入社2年目からは裁量労働制となり、自らの裁量で労働時間を管理し、業務を進

めていくことになります。
 また休日に関しても同様で、休日は現場の状況に合わせて取るようになります。 

Q19.  給与体系について教えてください。
A19.   基本給に休日出勤手当などの諸手当と交通費を加えたものが毎月25日に銀行

振り込みで支給されます。
 入社2年目以降は、等級制に移行し、実力主義による査定で給与が支払われる

こととなります。

Q20.  派遣業務ってなんですか？
A20.   テレビ局で放送されている番組は、次の2つに大別されます。
  ・テレビ局制作
  ・制作会社制作
 その内の、テレビ局制作番組のほとんどはテレビ局員だけで制作されているわ

けではありません。番組制作会社から派遣されたスタッフで混成チームが編成

され、番組制作が行われています。プロデューサー以外、ほとんどが制作会社の

スタッフといった現場も少なくありません。そのような現場に就くのが「派遣業

務」です。

 番組制作の現場は一般業務と違い、専門性の高い業種として一般的な派遣と

は違う「特定派遣」に指定されていました。そのため派遣するスタッフとは正社

員としての雇用契約が必須でした。2015年の派遣法改正後もコンプライアンス

と就業環境により同様の条件で契約がされると考えられています。

Q21.  社員寮などありますか？
A21.   残念ながら用意はありません。 

ウッドオフィスのホームページにも最新のFAQを用意してありますので、ご
覧ください。

【URL】 http://www.wo-gr.jp/w-o/recruitment-faq

新規採用に関するFAQ


