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スタジオやロケなど、いろいろな現
場で撮影できるのがいいですね。
日々飽きることなく仕事に取り組め
るんです。4Kなど、最先端のカメラ技
術に触れる機会もあり、ワクワクしな

がら働けます。常に大切にしているのは、
「どうすれば視聴者に楽しんでもらえるか」と

いうこと。様々な工夫を重ねな
がら、それを映像で表現してい
くおもしろさを、ぜひ多くの人
に味わってほしいと思います。

4K・8Kなどの最新機材を使い、
スタジオ・中継・ロケ現場で撮影。
バリエーション豊かな収録に携
われるため、自然と技術力が高ま
ります。

こだわりをもって、
感性を活かした撮影を

カメラ
PICK UP JOB!

音声は、映像と別撮りしていることが
多いため、常にマイク・録音の状況を

確認する必要があります。また、現場は
スタジオだけでなくロケもあるので、台風中継

では雨風の音をとらえて臨場感を出す必要も。難しさ
もありますが、番組や現場の状況に合わせて工夫して
いく楽しさがありますよ。多くの現場を経験するうち
に技術も身につき、スキルアップにもなります。Interview

スタジオ収録やロケ・スポーツ・
報道中継での録音を担当します。
視聴者に音声をきちんと届ける
「当たり前」を生み出せるよう、
培ったスキル・知識の向上に努
めていくことが大切です。

「音が聞こえる」という
「当然」を支える

音声PICK UP JOB!

バラエティー・スポーツ・報道・ドキュメンタリー・
イベントといった、幅広い映像制作を担当。ドローン
を活用した空中撮影もスタートするなど「可能性を
広げるダイナミックな映像づくり」に寄与しています。技術技術

Technology

▶音声
制作技術部
浜田 浩平
［2008年入社］

わからないことは収録前
にクリアにしておくこと！

●モットー motto

▶カメラ
制作技術部
松本 学［1998年入社］

いかに楽しんでもらえる
かを意識し、納得のいく
画面作りを追求

●モットー motto

Interview

番組制作工程 企画＆構成 収録

西日本最大規模の放送局系総合制作会社

企画・制作から撮影・編集・音効・MAまで、番組制作の全工程を一貫して
できる社内体制を整えている株式会社ytv Nextry。読売テレビグループ
の会社だからこその安定感があり、関西最大級の「AVラボ」を保有。高い
技術力で視聴者に「感動」と「楽しさ」をお届けしています。

視聴者に感動を届けるトータルプロダクション

テレビ番組はもとより、CM・VP・イベント映像・Web映像に至るまで
多彩な作品に関わりながらチャレンジを続けています。高水準の技術
力・発想力・対応力を武器に、関西エリアだけでなく全国放送といった
大きな影響力のある仕事も手がけていることが持ち味です。企画・制作企画・制作

Plan・Production

カメラ・音声・照明など、テレビ番組制作に不可欠
なスタッフたちのリーダーとして活躍。状況に応じ
た柔軟でテキパキとした対応が求められますが、
作業を円滑に進めるやりがい・楽しさが満載です。

“おもしろい！”を追求する
気持ちが、何より大切

ディレクター
PICK UP JOB!

視聴率は「こうすれば絶対に上がる！」という正解がありません。
だからこそ創意工夫するおもしろさがあり、「おもしろかった」と
言ってもらえることが何よりのやりがいなんです。なかでも全国
ネットの番組を手がけることは、大きな自信になりますね。また、
入社時に業界知識や学校の優秀な成績などは一切必要ありま
せん。「テレビが好き！」という気持ちさえあれば、十分活躍でき
ると思いますね。

各部門のスタッフが、最新機材を完備した環境でハイクオリティな
作品を制作しています。ノンリニア編集室、MAルーム、音効室と
いったすべてのスタジオがサーバーでデータを共有。レベルの高い
編集をどの部屋からも行える体制を実現しています。編集・AV編集・AV

Edit・Audiovisual

制作条件に合わせた作業環境を整
えており、あらゆる業務に対応可能
です。最新のノンリニア編集をベー
スに、柔軟な表現を効率よく実現。
スピーディーな対応が求められる
ニュースや、完成度が重要なVP・
CM・特番もこなします。

伝えようとする想いが、
より良い映像に繋がる

編集PICK UP JOB! Interview

Interview

こだわりを「カタチ」に!
こんな番組、つくってます

撮影された映像を切り取
り、的確に表現する難しさが

ありますが、その分やりがいもひ
としお。音声がなくても内容が伝わるような画づ
くりを心がけています。「自分次第で世の中にどれ
だけ真実が伝わるか」を想像しながら、多くの人
の心に届く番組を作っていきたいですね。

▶ディレクター
制作部
小野 謙馬
［1999年入社］

常に気を抜かずに、自分に
甘えず、いつでも全力投球

●モットー motto

▶編集
編集部 エディター
芦田 諒平
［2005年入社］

物事の本質を見極める視点を
持つように心がけています

●モットー motto

各シーンに最適な「音」を選び、
感動・おもしろさを視聴者に
届けます。CD音源は約3万枚
以上！時には、効果音を「つく
る」作業も行います。

映像に「音」で
彩りを添える仕事

音響効果
PICK UP JOB!

番組づくりの最終工程だからこそ、多くの
部署を経由してきた映像を作品に仕上げ
るやりがいは格別。「出演者の声が聞き取
れるか？」など、音のバランスを細やかに調
整し、納得のいく状態にもっていき
ます。視聴者の立場に立ち、自分の
持っている知識や想像力をフルに
活かしながら、ワクワクする映像を
つくっているんです。

Interview

作品の最終工程を担うポジション。ナレー
ション・音楽・効果音といったすべての「音
素材」のバランス調整を行います。テレビ・
CM・VPなど、さまざまな作品づくりに参
加し、あらゆるニーズに対応しています。

すべての素材を
融合させる達成感

MAPICK UP JOB!

映像にふさわしい「音」をプラスし、感情を表現・演出
するのがこの仕事のおもしろさ。「これが正解」という
ものはないので、同じシーンでも担当者によって全く
違う雰囲気になります。だから
こそ、日々センスを磨き、アンテ
ナを張ることが大切。個性を
発揮して活躍したい人には
ピッタリですよ。

Interview

▶音響効果
東京音効部
鏑木 太郎［2010年入社］

工夫を忘れず、でもスピーディーに、
確実な仕事をすること

●モットー motto

▶MA
MA部
堀内 孝太郎［2000年入社］

“もっと良くするには？”という問い
かけをするようにしています

●モットー motto
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ytv Nextrytv Nextryの
新社屋に行ってみた
AVラボ本社スタジオ

新社屋の、
ここが新しい！
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新社屋の、
ここが新しい！
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音効部  副島 圭祐
Q. 趣味／ギター
Q.好きな食べ物／天ぷら
Q.嫌いな食べ物／にんじん、ピーマン

案内人

ポスプロ部  有賀 聡
Q. 趣味／模型製作
Q.好きな芸能人／岡崎体育さん、秋元真夏さん
Q.座右の銘／努力・感謝・笑顔

案内人
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ここではどんな作業を？
ディレクターから届いた映像の、音声以外の部分を仕上げ
ています。色味を調整し、画面や光のバランスを整え、つな
ぎ合わせた映像と映像の違和感をなくしていく…。社内で
は通称「ポスプロ」と呼ばれるポジション！自分の手で映像
を完成させていく作業は、とてもおもしろいですよ。

新社屋の、
ここが新しい！
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MA部 MAミキサー  六車 誠
Q. 趣味／サッカー
Q.座右の銘／小さなことからコツコツと
Q.マイブーム／あんこを食べる

案内人

MA室 ここではどんな作業を？
音効部が選んだ効果音やBGMを制作のイメージに沿
いながら映像に音を混ぜていきます。ちなみにMAとは
“マルチオーディオ”の略。映像に実際は流れていない音
楽やナレーションを入れ、音量のバランスも調整する作
品の最終工程を担います。テレビ番組だけでなく、時に
は企業のプロモーションビデオを手がける機会も！制
作部隊が取ってきた素材を、音を通して構成していくの
が楽しいです！

音効室

ここではどんな作業を？
編集室で整えた映像に合わせて、最適な効果音
やBGMをセレクトします。実際に音を録音する
こともあり、映像に全く新しいおもしろさを付け
加えるやりがいがたっぷり！

ytv Nextrytv Nextrytv Nextrここが新しい！

2019年7月に
大阪本社は、新しくなった
読売テレビ本社ビル内に
移転・新設いたしました！

映像部分の最終工程を
手がける大事な砦！

重厚感のある扉の先には、
広々とした最新スタジオが！

01 02 03
出社

デスク作業

技術打合せ

仕込み

お昼
ロケ準備

退社

帰宅

10:00

1 1 :00

1 3 :00

1 4 :00

16:00
1 7 :00

20:00

2 1 :00 

先輩社員の1日に大密着！

食堂
読売テレビの食堂を利用でき、
ここでは、一食約300円で

プレートランチが食べられます！

デスクの場所が決まっていない
“日替わりデスク”の
体制を取り入れました。

会社から規定範囲内に住む場合に
補助金（30万円）を
支給する制度！

業界内では珍しい「完全週休2日」！
オフの時間をしっかり
確保できます。

フリーデスク 近隣補助制度 完全週休2日制

キーマカレーが
美味しくて安い！

食堂からは
大阪城が一望！

打ち合わせが
しやすい！

イマドキな
感じがしていい！

家が近くて
帰るのが楽～ ちゃんと休めるから

頑張れる！

忙しい時は、
別の週に代休取得
してます！

13:30

14:00
14: 30
16:00
1 7 :00

18:00

2 1 : 30

22:00
22:30

23:00

出社

出発
会場到着
夜ご飯
カメラ席につく

試合スタート！

試合終了！

会場を後にする
退社

帰宅

出発までにレンズを
磨いたり、動作を
チェックするなどの
荷物準備をします！

応援席やスタメン発表を撮影したり、
注目の選手をチェック！

試合終了後のヒーローイン
タビューを撮りに行きます。

帰ってテレビを観て、自分が

とらえた画が放送された瞬間が

一番のやりがいですね！

出社

仕込み完了→テロップ入れの作業へ！

休憩（夜食タイム）
ディレクター（記者）チェック

プロデューサーチェック

退社

帰宅

18:00

2 1 :00

23:00
24:00

25:00

26:00

27:00

映像に載せる文章（テロップ）を打ち
込んでおく（＝仕込み）

右から左に文字が流れる“スライド
イン”など文字の魅せ方を考えながら、
映像に文字を当て込んでいきます。

打ち込んでおいたテロップを実際に映
像に載せたあと、フォントや色味など
を、ディレクターと相談しながら調整！

数時間後には、
自分が作った内
容が放送開始！

難しい漢字をひらがなに直すなどの
文章修正や、表現のルールに従って
いるかの最終確認が入ります！

文字のデザインや

フォントを打ち込む

文章の雰囲気にあわせて、

あらかじめイメージを

用意しておきます

帰ったら爆睡してるんで、

リアルタイムでは番組

観れないですね～（笑）

ディレクターから受け
取った台本を見て、ス
ケジュールが問題な
いかなどを確認します。

「撮影時間の確認などロケに関する
打ち合わせを念入りに行います！

ロケに必要なものを準
備する時間です。台本
を製本したり、クーラー
ボックスや虫よけスプ
レーを用意したりします。

ロケ先に予定訪問時
間とのズレを読んで連
絡をしたり、技術打合
せで意見が上がった
必要なものを買いに
行ったりします！

炎天下の日に、

キンキンに冷やした

タオルをカメラさんに

渡したら、すごく感謝

されました！

ロケでは台本に書いて

ないことが起こる時も！

事前にいろんなことを

想定して準備します！

次の日からのロケに備えて、

ゆっくり過ごします♪

自分で試合の先を読んで、
どこにカメラをむけるか
など試合の展開によって、
とらえるべき場面が違う！

引越し費用に
ありがたい！

スポーツニュースの撮影日！
土曜朝・全国放送の番組！土曜朝・全国放送の番組！

「ウェークアップ!ぷらす」の場合旅番組のロケ前日／仕込み日

重谷 綾梨 | 制作部AD 森口 祐輝 | 映像取材部カメラ 近藤 朋弥 | ポスプロ部グラフィック

誰に、どこに

注目するのか、

視聴者代表として

先を判断する

ことが楽しい！
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東京にもytv Nextryはあります！
東京支社（東京制作）はどんなところ？
東京汐留の日本テレビタワーから徒歩5分の場所にある
事務所で制作部は活躍しています。全体会議から個々の
準備作業やディレクターが行う仮編集まで、番組制作に
かかわることが一貫して行われています。

「ダウンタウンDX」のスタッフ
ルームとしても活用しています。

スタッフ

計20名弱が
活躍中！

東京音効部って？
音響効果のみを行っている事務所です。中に
は作業スペースが3ブースあり、読売テレビ以
外にも様々な番組の音響効果を行っています。

活躍する

スタッフは
全員

音効マン！

SNS

東京支社

東京音効部

TwitterやYouTubeチャンネルも
開設しています！

新事業
VR＋360度カメラ

実写型VRコンテンツ制作
「360度の空間」をぐるっと撮影する“VRコンテンツ”の制作も行っています。

★例えば…
◎鳥人間コンテストのパイロット体験
◎水族館の魚と水中散歩するコンテンツ など
このような最先端の新技術に、これからも
挑戦していきます！

ドローン撮影

蓬莱大介さんのマネジ
メントを行っています。

大学卒業後、偶然書店で気象予報士の資格を知り、試験に挑戦し3回
目の受験で合格。2010年から原稿サポート業務や読売テレビでの
気象サポート業務をスタート！2011年3月から小谷純久氏のあとを
引き継ぐ形で気象キャスターとして各番組に出演するようになる。

マネジメント事業
「ミヤネ屋」や「ten.」でおなじみ

New business

静止画から動画まで！

『ミヤネ屋』の企画ではフルマラソン
に挑戦し、完走を果たしました！

実は、小学校から高校までの10年
間は柔道に打ち込んだ体育会系！

生年月日：1982年4月23日　兵庫県明石市出身
資格：気象予報士（2009年第32回合格）／防災士／柔道二段
学歴：早稲田大学政治経済学部 卒業
趣味：絵を描くこと、音楽

気象予報士 蓬莱 大介

ytvNextryではドローン
撮影も行っています。機体は
中型機を中心に6機所有
しており、可能性を広げる
ダイナミックな映像づくり
に取り組んでいます。

是非チェックして

ください。

YouTube Twitter

蓬莱さんってこんな人

制作部と音効部が活躍中！

http://www.nextry.net

ネクストライ

社 名
設 立
合併・社名変更
社 員 数
資 本 金
株 主
所 在 地

業 務 内 容

関 連 会 社

株式会社 ytv Nextry
1970年7月1日
2011年2月1日
233名［2020年7月1日現在］
1000万円
讀賣テレビ放送株式会社［100％出資］
【本社／AV Lab 本社スタジオ】
〒540-8510 大阪市中央区城見1-3-50 読売テレビ本社ビル6F
【AV Lab マルイトスタジオ】
〒540-0001  大阪市中央区城見2-2-22 マルイトOBPビル8F
【東京支社（東京制作）】
〒105-0021  東京都港区東新橋2-2-8 スズキビル東新橋8F 
【東京音効部】
〒150-0036  東京都渋谷区南平台町1-9 南平台宝来ビル8F

テレビ番組を中心とした映像・コンテンツ・制作 他

讀賣テレビ放送（株）
（株）読売テレビエンタープライズ
（株）よみうりテレビサービス
（株）エイデック
（株）デジタルウェーブ
（株）センテンス
（株）ytvメディアデザイン

会社概要

【社員の男女比率】

【勤続年数】

【平均年齢】
【年代別】

【月平均残業時間】

2018年

2019年

2020年

●【日本民間放送連盟賞】　特別表彰部門〔放送と公共性〕優秀賞受賞 「“筋電義手”を知っていますか？」
●【ギャラクシー賞／月間賞受賞】　NNNドキュメント‘18 「声が聞きたい～ゆれる個人情報の境界線～」
●【関西写真記者協会協会賞（グランプリ）】　受賞
●先進映像協会【ルミエール・ジャパン・アワード 2018 VR部門】　特別賞受賞「鳥人間コンテスト2018 VR」

●日本映画テレビ技術協会【MPTE AWARDS 2019第72回】　映像技術賞
　撮影ドキュメンタリー最優秀賞（グランプリ）受賞 NNNドキュメント‘18 「わが子を看取る～おうち診療所での3か月～」
●【ギャラクシー賞／月間賞受賞】　NNNドキュメント‘19 「裁判員裁判10年～死刑判決はなぜ覆るのか～」
●【ギャラクシー賞／月間賞受賞】　テレメンタリー2018 「検証・西日本豪雨〔２〕ダムに沈められた町」
●【日本民間放送連盟賞】　特別表彰部門〔青少年向け番組〕優秀賞受賞
　 「ママ もう泣かんといてな～12歳 全盲ドラマーが奏でる‘音の世界’～」
●【ギャラクシー賞／月間賞受賞】　NNN ドキュメント‘19 「大胡田家の風景～全盲の夫婦がみつけた家族のかたち～」
●【第6回ATP 上方番組大賞】　優秀賞受賞 「宮根＆辛坊言いたい放題！ 読売テレビ開局60年 お宝映像スペシャル」
●【第6回ATP 上方番組大賞】　新人賞受賞 石川彬「クチコミ新発見！旅ぷら～長崎・五島列島～」
●【関西写真記者協会賞】企画部門　金賞受賞「遺族を支え続けた“生きる力”神戸児童連続殺傷事件22年」

●【ギャラクシー賞／月間賞受賞】　NNNドキュメント‘20「静かな時限爆弾～阪神大震災25年 迫るアスベストの脅威～」

受賞実績

-----------------------------------------------------------
情報番組

-----------------------------------------------------------
報道番組

-----------------------------------------------------------
スポーツ番組

-----------------------------------------------------------

ZIP！
朝生ワイド す・またん！
情報ライブ ミヤネ屋

ウェークアップ！ぷらす
かんさい情報ネット ten.
Going!Sports&News
NNN ニュース
NNN ドキュメント
NEWS ZERO

Going!Sports&News
あすリート
ゴルフ中継・取材
野球中継・取材
高校サッカー
ボクシング中継・取材

-----------------------------------------------------------
制作番組

-----------------------------------------------------------
通販番組
-----------------------------------------------------------

クチコミ新発見！旅ぷら
大阪ほんわかテレビ
あさパラ！
ダウンタウンDX
グッと！地球便
土曜はダメよ！
今田・八光の特盛！よしもと
秘密のケンミンSHOW
音力-ONCHIKA-
漫才Lovers
すもももももも！ピーチCAFÉ
高校生クイズ近畿大会
鳥人間コンテスト
24 時間テレビ 愛は地球を救う
ベストヒット歌謡祭

ビートップスでお買物

-----------------------------------------------------------
ミニ番組

-----------------------------------------------------------
その他

-----------------------------------------------------------

旬ハイウェイ
MONO モノ倶楽部
奥様情報BOX
キューン

循環器病チャリティーゴルフ
千原せいじの漫遊記
NHK 天皇杯サッカー

番組実績

79％

40代

50代以上

30代

20代

32％
22％

19％26％

21
％女性

男性

12年（2020年7月1日現在）

42歳（2020年7月1日現在）

20.3時間（2020年7月1日現在）
※所定労働時間：1日7時間


