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【テレビ番組の企画制作および販売】

とにかく反応がダイレクト！それが、テレビ番組です。

テレビ新広島 (TSS) やフジテレビネットワークの番組に於いて、 バラエティ

ーからドキュメンタリーまで、様々な番組ソフト制作を行なっています。

人気の情報番組では、 文字通り「オイシイお店」や旬のネタを鋭い嗅覚で掘

り出し、 魅力的な映像とともに送り出します。またドキュメンタリー番組では

「社会の深層」に迫り、 自然の営みに寄り添う･･･そんな多彩なアプローチに

取り組みます。制作する番組スタイルもさまざま。２時間で魅せる大スケー

ルのワイド番組、 ギュッとエキスを濃縮した５分のミニ番組･･･多様な番組コ

ンテンツの企画立案から仕上げまで、柔軟に対応する専門集団です。

■単発番組 ■レギュラー番組

TV p
rogra

m

テレビの
ムコ ウにいつも 、

ひろしま満点ママ! !

釣りごろつられごろ

スポーツLOVERS

そ～だったのかンパニー

Japan in Motion

西村キャンプ場

～めざましテレビ公認～
わがまま！気まま！旅気分

ＦＮＳソフト工場

ＦＮＳドキュメンタリ-大賞

6局共同制作番組
(KTV、OHK、TSK、EBC、KSS、TSS)

毎週月～木曜 09:50～11:25
毎週金曜　     09:50～11:20 

毎週土曜　   11:20～11:35 ＶＴＲ

毎週土曜　　 18:30～19:00    生放送

毎週日曜　　 09:30～10:00       ＶＴＲ

毎週木曜　　  24:55～25 :25     ＶＴＲ

毎週土曜　　 17:00～17:30      ＶＴＲ

VTR

VTR

VTR

VTR

生放送



ENG electronic news gathering

フィルム時代から30年以上のキャリアを有する

カメラマンや音声スタッフなど幅広いプロフェッ

ショナル陣が連携した、最高の技術を提供いた

します。

中継
野球、サッカー、バレーボールのプロリーグに代表

されるように、 スポーツが盛んな広島で、 スポーツ

中継の経験を蓄積してきました。近年では、 数々

の国際試合の中継にも対応しています。

ポスプロ
映像素材の編集加工でも高い評価を受けていま

す。HD 対応はもちろんのこと、 最先端の映像制作

を行っています。CG、 VFXの追加合成、 MA まで、

映像制作に必要な全てを網羅する “ 総合力 ” にご

期待下さい。

【テレビ番組の企画制作および販売】

高い技術と経験値で、番組制作のクオリティを高めます。
西日本屈指の番組制作能力を支える技術陣。

中継、ロケ、スタジオと、どんな環境でも最高の技術を提供いたします。

スポーツ、報道をはじめとして、情報番組、バラエティー、音楽などの放送番組、

さらにライブ、舞台の大型映像まで、幅広い業務に対応いたします。
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【機材リスト】

テレビの
ムコ ウにいつも 、



【テレビCMの企画制作】

どんなＣＭもお任せ。真の効果を追求します。

主なCM作品

チラシ広告がマンネリ化して、売り上げが頭打ちになった。

広告の効率を考える時期が来た。大手の競合相手が出店してきた。

新商品を売り出すことにした。新しい取引先を開発したい。

社内スタッフの士気を高め、よりレベルの高い社員を採用したい。

そんなときは「オリジナルＣＭ」。
多種多様なCM制作の経験をもとに、成果に繋がるCMを制作します。

・株式会社ヤマサ ・三建産業株式会社

・株式会社CGSコーポレーション ・株式会社新藤栄

・広島民主商工会 ・広島西部民主商工会

・広島県商工団体連合会 ・銀座青山YOU矯正歯科

・株式会社上下水道センター ・みどりホールディングス

・マックスバリュ西日本株式会社 ・山源山乃花株式会社

・株式会社トモキコーポレーション ・株式会社マイキット

・中電プラント株式会社 ・株式会社ダイキエンジニアリング

・楠原壜罐詰工業株式会社 ・岩国市

・不二輸送機株式会社 ・パナソニックビルダーズグループ

・アイスタイル株式会社 ・株式会社ノバレーゼ

・株式会社部屋店 ・株式会社モーツァルト

・ツネイシLR株式会社 ・株式会社プランニングサプライ

●CM企画　　●キャスティング/ロケーションのコーディネート業務

●ロケーション収録　　●モデル・タレント契約　　●スタジオ収録

●編集仕上げ　　●ヘアメイク･スタイリスト手配

●オリジナルBGM制作

■CMの企画から放送までワンストップで制作します。

●マックスバリュ西日本株式会社

●中電プラント株式会社

●株式会社 部屋店

●株式会社 新藤栄商店
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ブランド力を高め、訴求力の高い映像をご提供します。

▲広島高速道路公社 [開通！　広島高速２号線 ]

▲中国電力株式会社　[ＰＲビデオ／中国電力は今 ]

▲財団法人岩国白蛇保存会 [守り神白蛇～伝統を護る新たな社 ]

会社説明会、採用説明会に
映像は、会社の雰囲気や講話者の人柄まで、より鮮明に伝えます。

●中国電力株式会社・PRビデオ /デルタ工業株式会社・会社案内DVD 
ちゅうごく産業創造センター・事業活動紹介 動画

展示会やビジネスフェアでのサイネージに
会場演出はもちろん、技術や製品紹介は実物よりも高い効果が期待できます。

●竹原火力発電所・展示館用 /広島市水道局・水道局紹介DVD、
　西日本高速道路エンジニアリング中国・広島市、高速 SA サイネージ

マニュアル・教育マニュアルとして
音と映像なら、テキストよりも素早く理解でき、CD、DVD、WEB でも展開可能です。

●広島介護福祉会・認知症サポート養成補助教材 / 日本年金機構・研修用DVD
　広島県・小学校高学年向け及び中学生向け消費者教育DVD / 広島市教育委員会・平和教育アーカイブス

PR営業用、接客用ツールとして
映像によるプレゼンテーションは 24 時間 365 日稼働させることも可能です。

●中国電気製造・会社紹介DVD　/西日本高速鉄道エンジニアリング中国・会社案内、製品DVD

WEBサイト、動画共有サイトで 
時間や地域に関係なく、オンデマンドで世界中へ情報を伝えることが可能です。

●部屋店・キャスト(従業員 )紹介・リノベーションルーム紹介
　大塚製薬・オロナミンC特設サイト・Web動画

記録映像として
貴重な記録映像を、DVD 等のメディア媒体として保持することができます。

●広島高速道路公社・広島高速2号線、4号線建設 / 財団法人岩国白蛇保存会・社建設記録

【ビデオパッケージの企画制作】

テレビの
ムコ ウにいつも 、



【各種イベントの企画・制作】

大規模イベントから展示会ブースまで、なんでもこなします。

企画立案から実施後の調査まで、すべてお任せ下さい。企画立案から実施後の調査まで、すべてお任せ下さい。

スポンサー様の期待以上の汗と情熱を注ぎます。

初来場者をリピーターにするノウハウがあります。

音楽･映画･観光･物販･あらゆるジャンルで、元気なお客様を集める自信があります。

ビックイベントから街頭キャンペーンまで何でもご相談ください。

「各種イベントに豊富な実績」「各種イベントに豊富な実績」

■PLANNING

●設計

●予算収支計画

●組織

●運営計画

●手続き

■CONCEPT

●マーケットリサーチ

●コンセプト

●テーマ設定

●基本計画

●基本予算実施

■PRODUCT

●会場設営

●会場製作

●リハーサル

●管理チェック

■OPERATION

●運営

●メンテナンス

■FOLLOW

●会場撤去

●引渡し

●追跡調査

●記録

●東京モーターショーブース制作

●マツダZoomZoomフェスタ

●大型展示会ブース制作

●海外向けＰＲイベント

●しまねふるさとフェア

●わんぱく大作戦

●企業様周年行事

●市町村活性化イベント

●新製品発表会 ・ 展示会　●試写会 ・ 上映会　

●音楽イベント（野外 ・ 屋内）　●サンプリング他販促イベント

●各種記念式典　●物産展 ・ 観光 PR イベント
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[非常勤]

取締役　井上 計介

取締役　平本 和巳

取締役　檜山 欣成

監査役　坂本 匠

[常勤]

代表取締役社長　稲垣 宏

取締役　川口 修治

取締役　清水 正義

108名(2022年4月現在）

(1)放送番組・ビデオ・CG等(映像コンテンツ)の企画制作および販売 

(2)上記に関する施設機器の販売運用および保守管理の受託 

(3)放送業務の受託  

(4)広告・宣伝・販売促進に関する企画および実施 

(5)音楽家・芸能人の出演斡旋および音楽・演芸の興業 

(6)イベント・催事等の企画および運営管理業務 

(7)広告代理店業務

(8)労働者派遣事業　許可番号 派34-300716

(9)芸能スクール運営 

【放送局】テレビ新広島、フジテレビ、関西テレビ、テレビ西日本、岡山放送、熊本放送、山口朝日放送、山口放送、

テレビ山口、NHK、BSフジ、ジェイ・スポーツ、スカパー、DAZN ほか

【制作会社】フジ・メディア・テクノロジー、日本プロサッカーリーグ、共同テレビジョン、VSQ、ＮＨＫテクノロジーズ

、ソニーPCL、NEPジャパン、エキスプレススポーツ、エキスプレス、関西東通、九州東通、四国東通、クロステレビ、

千代田ビデオ、テレテック、テクノマックス　ほか

【官公庁】経済産業省、特許庁、中国経済産業局、広島県、広島市、東広島市、岩国市、島根県、岡山県 ほか

株式会社テレビ新広島の番組制作関連会社（全額出資）として誕生しました。

メディアの多極化が進み、より多様で高度なコンテンツ制作の技術が要求される中、あらゆる映

像制作物に対応できる、映像制作クリエイティブ集団を目指して邁進しています。

全国地域映像団体協議会、中四国映像製作者連盟、

フジテレビネットワークプロダクション連絡協議会（ＦＮＰ)、広島広告協会

株式会社テレビ新広島(100％)

1,000万円

1985年7月1日

〒734-0001

広島市南区出汐2丁目3番18号(TSS別館8階)

TEL　082-255-4285

FAX　082-251-3334

テレビの
ムコ ウにいつも 、

もみじ銀行本店、広島銀行本店

13億7,900万円（2021年度）

コンテンツ
ビジネス部

電話082-250-0333

電話082-505-0223

電話082-255-4285

アクターズスクール

電話082-255-4285業務推進グループ

制作派遣グループ

制作グループ

マスターグループ

総務グループ

コンテンツビジネス推進グループ

制作技術グループ

技術派遣グループ

技術部

制作部

電話082-505-0222

電話082-255-0031

美術グループ

放送素材グループ

経営推進室

コンテンツビジネス
制作センター

株式会社 TSSプロダクション




