
採用案内 2022

株式会社 花組
〒107-0061 東京都港区北青山3-15-9 AOYAMA101ビル 2F
問い合わせ先：03-5766-1387



2  I  hanagumi 2022

はじめまして、花組です。
テレビ業界を目指す皆さん、数ある制作会社の中で

 「花組」をみつけてくれてありがとうございます。

私たち「花組」は今年創立20周年を

むかえる制作会社です。

正直、花組は「大きな制作会社」と

言えるほどの規模ではありません。 

しかしスタッフそれぞれの持ち味や個性、

得意不得意、 全てを活かすことで花組は

成り立っています。

一人ひとりが確実に成長していける、

そしてその一人ひとりの成長が会社の成長へと

つながっていく、 そんな会社であり続けたいと

考えます。

 「花組」という社名には、「業界でひと花咲かせたい」

という想いが 込められています。 

「花組にしかできない番組をつくる」の想いを胸に

花組のスタッフは今日も番組を作っています。
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2022年、お陰様で花組は創立20周年を迎えます。

皆様ご存知の通り、この20年でテレビ業界は目まぐるしく変わりました。

メディアの多様化と共に更に変化は続いていくでしょう。

そんな中、昔から私が番組を制作する上で大切にしている事があります。

それは「情熱」と「おもしろがる」事、これが原点。

この二つを、いつも心掛けていれば「良い作品」を作り続けていけると思っています。

「花組が作る花束」。赤い花、黄色い花、おもしろい花、美しい花、小さい花…

そんな個性的な「花＝スタッフ」が集まった「花束」が「花組」です。

花組は、これからも「花＝番組」を咲かせるように努力を惜しまず

邁進していく所存です。

代表取締役／プロデューサー
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花組が考えること
花組は創立から今まで社名に込められた想い

「この業界に花を咲かせたい」を確実に形にしてきました。

そしてこれからも咲き続けるために、常に成長し新しいものを生み出しています。

進み続けるために大切なこと、それは「ツクルを考える」ことだと考えます。

人をツクって、番組をツクって、会社をツクル。

私たちは「ツクル」を考え、そして花組にしかできないことを求めて

その先に向かって進み続けています。

人材を造る（育てる）ことにより、より良い番組を作ることができる

そして、花組の個性（ブランド）が創られる

ツクルをつくる
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人を造る
はじまりは「人」から、花組を支え成長させるのは「人」
花組の番組造りへの想いを共有し、スタッフ一人ひとりの想いとも向き合い、

それぞれが成長できる環境を整えること、それが花組という会社のやるべきことだと考えます。

目標を持ち自ら成長し続けようとする人、それが花組らしい「人」だと考えるからです。

自分のやりたいことをみつけ、個々のチカラやそれぞれの個性を活かしながら活躍できる、

そんな「人」を花組は造ります。

「モノ」をつくることを
できる人

やりきることを
楽しめる人

番組制作でしか
味わえない

世界をみたい人

好奇心を
もってる人

どんなことでも
面白がれる人

相手のことを思う、
考えることができる人
相手＝一緒に仕事をしている

スタッフ、取材相手、視聴者

1

4

2

5

3

6

詳しくは花組ホームページの
「スタッフ紹介」をご確認ください
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番組を作る
「モノ」を作る花組であるために、花組がこだわりつづけるもの

テレビ制作を含むメディアは多角化、細分化され、その環境は大きく変わり続けています。

その流れの中で変わらない一番大切なもの、それは作ることへの「姿勢」と「こだわり」です。

これさえあれば、どんな「モノ」も作り上げることができると、私たちは確信しています。

花組は創立から今まで、この「姿勢」と「こだわり」を持ち続けテレビ番組を作り続けてきました。

そしてそのことがこれからの花組の番組制作の糧となり、この先の様々な番組、形態、ジャンル、

あらゆるものに挑み続けられるのです。

番組制作は魅力的であり、そして常に実力を問われる厳しい世界です。

だからこそ味わえる充実感、達成感を感じ、その中でスタッフ一人ひとりが成長しながら面白く感じられる、

そんな「番組」を花組は作ります。
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番組紹介

テレビ朝日 ビートたけしのスポーツ大将／池上彰のニュースそうだったのか！／池上彰の知っておきたい大ベストセラー／素敵な宇宙船地球号／セレブが通うお忍び

宿1泊おいくら？鑑定ツアー／全部ワタシが問題です／やじうまテレビ／志村＆所の戦うお正月　テレビ東京 なるほどストリート／テレビ東京開局50周年特別企画 

トーキョーライブ24時～ジャニーズが生でお悩み解決できるの！？／流語－ナガレガタリ－／ウマイ！デカイ！最強の寿司！世界の巨大食材をゲットせよ！／史上最強の

ドッキリ大作戦！特殊メイクで芸能人大変身！／大人の特上ゆるり旅　TBS どっちがホンモノ？芸能人目利きツアー in鎌倉・葉山　MBS 知らないのは一人だけ　

日本テレビ リアルタイム リアル特集／ズームイン!！SUPER　BS JAPAN 聞きこみ！ローカル線気まぐれ下車の旅／MADE IN BS JAPAN／出発ローカル線聞きこみ

発見旅　BS朝日 ボクらの地球　BS日テレ 石井スポーツグループPresents 名峰・立石の風に吹かれて　BSTBS 日曜特番「ものづくり日本大賞　受賞者たちの

挑戦」　BSテレビ東京 世界遺産で結婚式　Abema TV 業界裏教科書／芸能義塾大学　文化映画 初音ミクのかたち／サンマとカタール「女川つながる人々」／

蘇る玉虫厨子～時空を越えた技の継承／海峡をつなぐ光～玉虫と少女の日韓歴史ロマン／李藝～最初の朝鮮通信使

その他の制作番組

ニッポンを元気に！！相葉マナブ
テレビ朝日／レギュラー番組

林先生が驚く初耳学！
毎日放送／レギュラー番組

しくじり先生～俺みたいになるな！
テレビ朝日／特別番組

ソレダメ
テレビ東京／レギュラー番組

土曜スペシャル
テレビ東京／特別番組

日曜ビッグバラエティ
テレビ東京／特別番組

ニュースエブリィ エブリィ特集
日本テレビ／特別番組

マッドマックスTV
テレビ朝日、AbemaTV延長戦／レギュラー番組

～凪咲と芸人～マッチング
テレビ朝日／レギュラー番組

日本企業のおもしろ社歌大集合！
「社歌で日本を元気に！シャカリズム
BSテレ東／特別番組

いい肉の日SP　激アツ☆肉番長
BSテレビ東京／特別番組

FNS 27時間テレビ にほん人は何を食べてきたのか？
フジテレビ／特別番組

国宝にんげん
フジテレビ／特別番組

所でナンじゃこりゃ！？
テレビ東京／特別番組

所さんの世界のビックリ村～
こんなトコロになぜ？～
テレビ東京／特別番組

グッド！モーニング
テレビ朝日／レギュラー番組

モーニングショー
テレビ朝日／レギュラー番組

そうだったのか！池上彰の学べるニュース
テレビ朝日／特別番組

池上×マツコ　ニュースな話
テレビ朝日／特別番組

イチゲンさん
テレビ東京／レギュラー番組

平成職人の挑戦
文化映画

シャカリズム

詳しくは花組ホームページの
「制作実績」をご確認ください
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会社を創る
「花組」が「花組」であること、それはスタッフのためにあり続けること

花組ではスタッフ一人ひとりがやる気、やりたい気持ちをもって

番組制作に取り組めることを大切にしています。

会社とスタッフ、先輩と後輩、スタッフ同士のつながり、向き合える環境を作っています。

それぞれが満足いく結果を出しながら成長していくことを一番の評価とし、

そのことこそが花組という「会社」を成長させると考えるからです。

花組という「会社」は花組のスタッフという「人」がいて、

そのスタッフが制作した「番組」によって創られています。

それぞれが成長を感じ、その人らしくいられ、花組で働いてよかったと思える、

そんな「会社」を花組は創ります。
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やりたい事ができる
やらせる会社で
あること
社員はやりたいをみつけ、
そのために何が必要なのかを 
会社が取り組む

それぞれがそれぞれの
スペシャリストに
なれる会社であること
業界の常識にとらわれず
花組スタンダードで
社員を活かす

働き方へ取り組み続ける
会社であること
時間にのまれるな
時間をあやつれ！ 

話を聞き、
話をするスタッフ、
そして会社であること
ちゃんと”人に頼ろう
やっぱり、報·連·相！

成長し続けることが
できる環境の会社で
あること
それぞれのタイミング
個性に合わせて行う
成長サポート

詳しくは花組ホームページの
「花組について」をご確認ください
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花組で採用している新人研修をご紹介します。花組では新入

社員の入社後、研修を2週間程度行い各担当番組へと配属さ

れます。研修を担当するのは先輩ディレクターや先輩ADたち

です。それぞれ自分たちが新人だった時のことを思い出しなが

ら、自分たちがわかりにくかったことや困ったことなどの経験

を踏まえて研修を担当します。また今後の状況の変化の可能

性も踏まえ、リモートやテレワークでも滞ることなく業務が進

められるように研修内容を対応させています。

新人研修
新人研修では花組オリジナルのマニュア 
ルを使用し、挨拶や電話対応などの基本
的なビジネスマナーから番組制作の流れ
や機材の扱い方法などの技術的なことま
で丁寧に指導していきます。

研修担当者による
フォロー体制の徹底
研修期間中は同じ担当者が研修を行いま
す。同じ担当者と一緒に時間を過ごすこと
で生まれる信頼関係が大切だと考えてい
るからです。相談や質問をすることをため
らうことなく、充実した研修期間を過ごす 
ことができます。

管理職による日常的な
声かけや面談
研修期間中だけでなく、各現場に配属された後 
も管理職やチーフスタッフによる日常的な声かけ
を心がげています。これは新人に対してだけでは 
なく、スタッフ全員に対して行っていることです。
一人ひとりの小さな変化に気が付き、相談
しながら改善していくことで、気持ちよく
働ける環境を作っていきたいと
考えています。

現場体験
研修中にはロケの現場や編集室など、実
際の番組制作の現場を見学し、時には参
加しながら番組制作を学んでいきます。現
場の雰囲気を体験することで、新人が実
際に各番組に配属された時に持つ戸惑い
や不安を軽減できるように努めています。

花組のマニュアル・研修とは？
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新卒採用での入社ですが、
どうやって花組をみつけたのですか？
就活サイトで花組をみつけました。まず、目を引いたのは会社紹介や
HPに書かれていた「働き方改革」でした。またHPを読み進めていくうちに

「人を大切にする会社」という文章にふれ応募を決めました。その説明
通り、面接の時などは他社と比べて学生ひとりひとりと会話をしてくれる
感じがして「人を大切にしている会社なんだな」という印象を強く持ちまし

た。

※現在は就活サイトやナビサイトでの採用告知は行っていません。採用情報につい

ては花組ホームページでご確認ください。

花組に入社しようと思った決め手は？
実は就活サイトで花組を見つけた時からこの会社にしようと決めていた
んです。理由を聞かれると困るのですが、直感で決めてました（笑）。

“直感”で入社を決めて入社した花組ですが、
入ってみてどうでしたか？
人、社員の声を聞いてくれる会社だと思います。働き方改革を打ち出し
ていることもあって、勤務時間もADのことを考えてシフトを組んでくれて
いるなと思っています。ADをやるなら花組、オススメします！

相葉マナブの担当をしてきて一番印象的なことは？
初めて1時間スペシャルを担当したことです。ネタ担当なのに何もできな
さすぎて担当ではない人に助けてもらいました。それまでも通常の30分
の番組制作で経験を積んでいたけど、1時間スペシャルっていうのは特
別で今まで味わったことのないような空気でした。

相葉マナブならではの面白さを教えてください
ロケもハードで大変なのですがつらい分、達成感をとても感じます。ロケ
が終わってうまくいったときの解放感は特別です。

番組制作の仕事をしていることをご家族やまわりの方は
どのように思われていますか？
コロナ禍で全く実家に帰ることができていないのですが、忙しい仕事だと
いくことはわかっていてくれて電話で気遣ってくれます。祖父母も含めて
家族は毎週相葉マナブを楽しみにしてくれているんです。こんな風に自
分の携わった番組をテレビを通じて離れた家族に観てもらえるのはこの
仕事ならでのことだと思います。

これからの目標、めざすものを教えてください
今考えていることはADのその先を目指したいと思っています。ADのその
先、ディレクターに近づくためにADの仕事だけでなく、ディレクターがど
うやって台本を作り現場をまわしているのかをロケ中に学ぶようにしてい
ます。そういった日々の努力がディレクターに近づけることだと思ってい
ます。

どんなディレクターを目指していますか？
自分がなりたいディレクターはテレビの前の全員に面白いと思ってもらえ
る番組はもちろん、一部の人だけでもいいから見続けてもらえる、そん
な番組をつくれるディレクターになりたいと思っています。

就活生に伝えたいことはありますか？
やりたいと感じたことは絶対にやった方がいいです。実際にやってみてつ
らかったらやめてもいい、そう思います。自分はやりたいと思ったら他の
ことを考えず、やりたい気持ちさえあれば乗り越えられると思うんです。
少しでもやりたいことを選んで、つらいかもしれないと思ってもチャレンジ
してみるべきだと。正直、この一年つらいこともありました。でも本当に
やりたい仕事だったから、やめたいと思ったことは一度もありません。

スタッフインタビューの抜粋となります。
ぜひ花組ホームページに掲載中のフルバージョンをご覧ください。

担当番組「相葉マナブ」の担当を経て、現在は「マッドマックスTV」に携わる入社
2年目のアシスタントディレクター。
まさにコロナ禍と同時に社会人となり花組の一員となりました。上原さんたち新
入社員もそして花組も今までに経験のない状況でのスタート。コロナ禍での入
社やその後の様子、そして2年目となり先輩となり後輩を迎えた今の気持ちも聞
いてみました。

上原 翔
アシスタント・ディレクター
2020年入社

詳しくは花組ホームページの
「スタッフインタビュー」をご確認ください

https://www.hanagumi.co.jp
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花組に入社したきっかけは？
僕は25才のとき花組に入社したのですが、それまでは別の派遣会社に
所属していて、その会社からADとして派遣されるかたちで花組の番組
制作の仕事をしていました。当時の花組はまだまだ小さい会社で、外か
ら見ていても大変そうだなと思っていました（笑）。でも小さいけどなんだ
か勢いがあってここでなら自分もディレクターになれるチャンスがあるか
なと感じ、社員にして欲しいとお願いしました。派遣としてADをやってい
た時は何となく先が見えない感じがして。大変でもいいから制作会社の
社員として頑張りたいと思ったんです。

番組制作の仕事をしてきて良かったことってなんですか？
う～ん、めちゃめちゃあってぱっと出てこない、それくらい良かったことが
いっぱいあります。ここまで番組制作の仕事を続けてこれた理由の一つ
は取材先とか、出演してくれた芸人さんやタレントさんがOA後に「よかっ
たよ」って言ってもらえることですかね。時には「ありがとう」とまで言って
くれる。これは仕事をしていて日々感じるよかったことです。

この先、どんなディレクターになって
どんな番組をつくっていきたいですか？
ここ数年ディレクターをやりここまできて、ガツガツとかオラオラみたいな
感じではなく、ひとつひとつ丁寧に番組に向き合っていける、そんなディ
レクターになりたいと思っています。番組スタッフや出演者、タレントが
一緒に番組を作って良かったな思ってもらえる、そんなスタイルで番組
を作っていきたいです。そしてそこで生まれた人との繋がりを活かして新
たなものにも挑戦したいと考えています。もちろんテレビだけに留まらず
YouTubeや様々な媒体にも視野を広げて、観ている人にもそして自分
自身も楽しめるそんな仕事をしていきたいです。

花組のスタッフ、そして自身のスタンスについては？
花組の中では中堅になってきました。今の若い子、ADたちは本当にがん
ばっているなぁと思っています。自分がADの時より時間的拘束はずいぶ
んと少なくなりましたが、でもやる仕事の種類が増えているなと。そんな
若手のためにももっと自分みたいなディレクターに色んなことを聞いてく
れたらいいのにと思っています。下の子たちに色んな事を教えて、チャン
スを作ってあげたいと思います。そしてもう一つは中堅としては上の世代
の言いたいことも下の世代の考えていることもわかる立場として、ふた
つの世代の架け橋になれたらとも思います。自分たちの世代こそがつな
げる役割で、それぞれの世代がちゃんとつながることがこれからの花組
に必要だと思うからです。

番組制作を目指す就活生に伝えたいことは？
若いADさんに接してて感じたことなんですが、一部ではありますが「野望
がないな」と。言われたことを言われた通りにやるだけ、言われた事だけ
をやるのに徹する、そんなADさんを見かけることがあります。ちょっと臆病
になっている？やらなくていい仕事からはしたくないって気持ちがあるのか
な？と思います。自分自身のAD時代を振り返ってみると、とにかく上乗せ
してました（笑）。上乗せでちょっと多く仕事をすることがその後の仕事を
増やさないことであり、結果自分の成長につながっていたと思います。
これからのAD、特に花組で一緒に仕事をするADにはもっと貪欲になっ
て欲しいと思います。これから花組で活躍するADには言われたことだけ
やる、それではちょっと足りないなと。
自分が何をするのかを自分で目指し、進んで仕事をみつけられるそんな
ADが花組で活躍して欲しいと思います。

スタッフインタビューの抜粋となります。
ぜひ花組ホームページに掲載中のフルバージョンをご覧ください。

担当番組：「しくじり先生～俺みたいになるな～」
入社9年目のディレクター。
花組に入社したきっかけ、ディレクターという仕事、今の花組、そしてこれからの
花組についてお話を聞きました。

甲斐 将之
ディレクター
2012年入社

詳しくは花組ホームページの
「スタッフインタビュー」をご確認ください

https://www.hanagumi.co.jp
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採用について

募集要項

● 募集職種・分野： ① テレビ番組制作のアシスタントディレクター（番組全体のアシスタント業務）

② アシスタントプロデューサー（プロデューサーのアシスタント業務）

③ デスク（テレビ番組制作の事務・管理業務及び社内業務）

● 募集人数：①②③ともに若干名（採用実績2021年4月入社5名）

● 応募資格：2023年3月4年制大学卒業予定者

● 募集学科：不問

● 給与：年俸制を導入しています。年俸額は入社年数、個人の職務能力や勤務成績に応じて決定しています。年俸額
には管理監督者には基本給、管理監督者手当、能力手当、それ以外の社員には基本給、固定残業手当(45時間
分)、能力手当が含まれ、また月ごとに固定外残業手当が支給されます。 

● 年俸実績例：アシスタントディレクター
入社1年目 年俸276万円（月額23万円程度）※2020年実績
以下は月額換算となります
大学新卒初任給：月額230,000円 固定残業代45時間分、能力給含む
※アシスタントディレクターには上記以外に月額計算した固定外残業手当が支給されます。

● 諸手当：交通費全額支給、携帯電話貸与、希望者にはPC貸与

● 労働体系：変形労働時間制を用いる

● 休日休暇：4週8日制 ※担当番組によって異なる。代休制度あり、年末年始、夏季、慶弔

● 福利厚生：社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金保険）

● 勤務地：港区北青山。担当番組によっては各テレビ局での勤務もあり

● 教育制度：入社後、各担当番組へ配属する前にオリジナルの作業マニュアルを使用した研修を2週間程度行う

応募方法

下記応募書類を郵送または花組ホームページからご送付ください。

● 履歴書（写真の貼付、メールアドレスの記載をお願いいたします）

● 「テレビ番組に対して思うこと」（100字程度にまとめたもの）
※手書き、Wordなど形式は問いません

● 郵送の送付先：〒107‐0061 東京都港区北青山3-15-９ AOYAMA101ビル ２F　担当：松生
採用の流れ：履歴書受付→ 書類選考→ 1次面接→ 2次面接→最終面接（役員面接）内定
※上記の過程は現時点での予定となっておりますので、応募数等に応じて変更の場合があります。

採用スケジュールについては花組ホームページに掲載いたします。
諸般の事情からスケジュールの変更の可能性がございますので、花組ホームページでのご確認をお願いいたします。
また、花組インスタグラムなどのSNSでも随時、採用情報を掲載しております。合わせてご確認ください。
また花組では花組やテレビ制作についてのご質問を受け付けております。
お気軽に専用ページからご連絡ください。

詳しくは花組ホームページの
「採用」をご確認ください

https://www.hanagumi.co.jp
https://www.instagram.com/hanagumi_2003926/
https://www.facebook.com/hanagumi0062
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会社名：株式会社 花組

代表取締役 飯田 進

取締役 乾 弘明

取締役 松生 めぐみ

取締役 牛嶋 創一

資本金：300万円

設立：2003年9月26日

従業員数：28名（うち4名が2020年4月入社）

事業内容

● テレビ、映画、ラジオ、コマーシャルフィルム及び

デジタルコンテンツの企画制作

● ビデオテープ、CD、DVDの企画制作

● 各種イベント、コンサート、ライブの運営、企画制作

● 放送番組の作成業務要員の派遣

主要取引先

テレビ朝日、テレビ東京、TBS、日本テレビ、BSテレビ東京、

BS朝日... 他

会社概要



最新の番組紹介やスタッフ紹介など、
花組の詳しい情報はこちらから。
http://www.hanagumi.co.jp

株式会社 花組
〒107-0061 東京都港区北青山3-15-9 AOYAMA101ビル 2F
問い合わせ先：03-5766-1387




