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NHKエンタープライズは、1985年の設立以来、NHKグループの中核企業として、
番組やイベントの企画制作、コンテンツ販売、ライセンス事業、デジタルコンテン
ツ制作などの幅広い分野で事業活動を続けてまいりました。2020年４月には
NHKプラネットと合併し、全国７支社とのネットワークを活かして、地域サービ
スの充実に力を入れています。
私たちは、新しい中期経営計画（2021-2023）のなかで、
「 Enterprises for All!

冒険、創造、貢献。社会のために、すべての人のために！」という経営理念を

代表取締役社長

松本浩司

掲げました。Enterprisesは、
「企業」
「事業」
という意味だけでなく
「冒険心」の意味
があります。変化を恐れない冒険心を持ち、困難があっても新たなことに大胆に
挑戦する。私たちは、不確実で不安定な時代に、あえて未知の領域に踏み出し、
新たな価値の創造をめざし、
少しでも社会をより良くするための事業に取り組みます。
1962年、
ジョン・Ｆ・ケネディがテキサス州のライス大学で「人類を月に立たせる。
それが現在の人類にとって最も達成困難な目標だからだ」
と述べた有名なスピーチ
がありますが、当時NASAの職員の多くが、事業の縮小を覚悟していたと言います。
メディアを取り巻く環境が大きく変化し、厳しい経営環境が続いている今こそ、
従来の価値観にとらわれず、新しい時代に向かって進んで行く覚悟と行動力が
求められるのではないでしょうか。
私たちの事業の根幹には「公共的な価値を届ける」
というNHKグループとしての
使命があります。2019年、NHKエンタープライズは国連のSDGメディア・コンパクト
に加盟しました。私たちの企画制作する番組、
イベント、
コンテンツ販売など、多くの
事業がSDGsの推進と結びついています。社会の役に立つ仕事をすることで世界
中を明るくする。人々が困っていることを見つけて解決に取り組む。全社員が自分
の身の回りの課題に目を向け、改善につなげ、SDGsの考え方に根ざした企業風土
の確立に努めています。
いかに先の見えない不確実な時代であっても、事業活動を通して社会の発展に
寄与し、一人ひとりの幸福追求に貢献する機会は無限にあると確信しています。
豊かで創造性あふれるコンテンツで人々に感動を与え、世界中を笑顔にしたい。
人と人、思いと思いをつなぎ、生涯忘れられないような体験を共有したい。私たちは、
NHKやグループ各社とこれまで以上に連携を深めながら、世の中の役に立つ
コンテンツ、サービスを開発し、持続可能な社会の発展のために尽くします。
NHKエンタープライズは「冒険、創造、貢献」の言葉を胸に、社会のために、
すべての人のために、
これからも成長を続けてまいります。

経営理念

Enterprises for All !
冒険、創造、貢献。
社会のために、すべての人のために！
重点項目
NEPの強みである、制作力、展開力、
そして全国を結ぶ
支社のネットワークを活用して、5つの重点項目に取り組み、
すべてのステークホルダーの信頼と期待に応えます。

コア事業の革新

～企業価値をさらなる高みへ～

新規事業の開拓

～
“新しい何か”への挑戦～

地域サービスの向上
Ｓmart Work

～全国ネットワークで日本活性化～

～人生をより豊かに～

ＳＤＧｓへの貢献

～人と人をつなぐ企業に～
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新規事業
〝 このようなものがあれば便利 ” 、
〝 このようなものが必要 ”
というコンテンツや技術の開発に挑戦しています。
その中で商品化できたNHKエンタープライズの新たな事業です。

MoCoSS

超高解像度自動撮影システム

Motion Control Scanning System for Ultra High Resolution Camera
国内外の美術館・博物館のデジタル化が進む中、美術作品などの文化財を
撮影するためのデジタル高精細撮影システムを開発しました。
超高解像度カメラ[１ショットあたり
（約５センチ四方）1.5億ピ
クセル]をモーションコントロール[移動精度0.01ｍｍ、移動速度
10cm/秒]と組み合わせ、独自のプログラミングで制御すること
で、従来の手法を上回る利便性[超高画質・安全・短時間で撮影
可能]を発揮します。
MoCoSSで撮影した超高精細データを活用して、大型映像投
影に耐えうる高画質のイマーシブコンテンツや、３Ｄプリンター
で出力した高品質３Ｄレプリカ、メタバース空間でのアート体
験など、多彩な鑑賞体験の可能性を拡げます。

８Kオペラグラス

8Kの超高精細映像をスマートフォンやタブレット端末にHD画質
で配信するアプリケーションです。受信したスマートフォン、タブレッ
トで、動画全体を見ることができるのはもちろん、ユーザーが見たい
場所を拡大して見ることができ
ます。8K超高精細映像のため、
拡大しても画質が粗くなること
はありません。ミュージカルの
舞台やコンサートのステージな
どの配信では、ユーザーが見た
いタイミングで自由自在に拡大
したり、画面をスクロールさせ
て楽しむことができます。その
ほかの配信、医療教育での応用
も可能です。

©尼子騒兵衛/NHK・NEP ©ミュージカル「忍たま乱太郎」製作委員会

オンライン授業用番組ライブラリー
教育現場でオンライン化が進む中、NHK
番組を大学等の授業に活用できるサービ
スです。選りすぐった200本以上の番組の
著作権処理を行い、教室はもちろん学生の

【主な番組】
①「映像の世紀」
②「シリーズ 欲望の経済史」
③「プロジェクトX 挑戦者たち」

自宅でも視聴できるライブラリーです。コ

④「NHKスペシャル 病の起源」

ンテンツを、検索しやすく使いやすい配信

⑤「シリーズ 人体」

システムで、スマホからもPCからもご利用

⑥「NHKスペシャル 文明の道」

いただけます。

⑦「BS世界のドキュメンタリー」
⑧「100分de名著」
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ほか

SDGs達成への取組み
NHKエンタープライズは
「人と人をつなぐ」
をキーワードに
SDGsの達成を目指します

2019年11月5日、当社はSDGsの認知向上のために国連が
世界の報道機関に対し協力を呼び掛けている「SDGメディア・
コンパクト」に加盟しました。設立以来、公共メディアグループ
の一員として、番組制作やイベントなどの関連事業を通して、地
球が直面する様々な課題と向き合い、その最前線を伝えてきま
した。
「SDGメディア・コンパクト」に加盟したことにより国連と
の連携を深め、その活動をさらに広げていきます。

【取り組み事例】
当社が展開する事業を通じて、気候変動などの環境危機や社
会問題の解決に取り組む人や団体の力を結集していきます。

社会への発信、社会貢献だけではなく、足元から着実にSDG
ｓを進めるべく、電力・廃棄物削減を始めとした環境経営にも力
を入れています。
「冒険」
「創造」
「貢献」の経営方針の下、SDGsの達成にむけ
て、当社の強みである「コンテンツ制作力」と「全国ネットワー
ク」を生かして、人と人、企業と企業、国と国とをつなぎ、今の世

こどもテーブル「ささはたっこ」
×
SHIBUYA CITY FC
”オンライン”食事会＆
サッカー教室開催

代から次の世代へ、時代と時代をつないでいきます。
私たちは「つなぐ」をキーワードに人びとが豊かに暮らせる未
来に向けて貢献していきます。

忍たま乱太郎を使った
SDGs啓発パネル制作・
巡回展示
いっ

しょ

エス ディー
ジー

忍たまと一緒にSDGs
にん

ズ

できることから
やってみようの段
だん

SDGs について
考えてみよう！

コロナ禍の地元・渋谷。子どもたちを応援するため、
子どもテーブル「ささはたっこ」
、地元サッカーチーム
「SHIBUYA CITY FC」
とコラボ。地域貢献を図り、
「住み続けられる街づくり」
を支援する。

■企画・制作・監修：NHK エンタープライズ SDGs プロジェクト

子供向けのSDGｓ啓発パネルを作成、
2022年度～順次巡回展示を予定。
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映像コンテンツの制作
ドキュメンタリーやドラマ、アニメ、エンターテインメント番組など、年間約１万9千本のNHKのテレビ・ラジオ番
組を制作し、放送文化の向上に尽力しています。4K・8Kの高精細映像やプロジェクションマッピングによる大型
展示映像の企画制作、劇場用映画の製作なども手がけています。

▶歴史・紀行・ドキュメンタリー

▶情報・カルチャー

歴史・紀行番組、時代や社会問題と向き合うドキュメンタ

暮らしに役に立つ情報番組から、知的好奇心を刺激する

リーなどを国内、海外幅広く制作。常に新たなテーマや手法

教養番組まで、NHKのBSプレミアムをはじめ、総合テレビや

にも挑戦しています。

Eテレで多数のレギュラー番組を制作しています。

映像の世紀

バタフライエフェクト

グローバルアジェンダ（GLOBAL AGENDA）

にっぽん百低山
ズームバック×オチアイ

▶自然
チコちゃんに叱られる！

驚くべき動物の行動、知
られざる大自然、世界に誇
る日本の生物多様性など、
地球上のあらゆる場所で、
美しく、科学的にも斬新な
映像を撮影。とっておきの
ネイチャーストーリーをお
届けしています。

ダーウィンが来た！
ロッチと子羊

▶ドラマ
スケールの大きなファン
タジーから、痛 快 か つ 人 情
味あふれる時代劇、社会を
鋭く描く現代ドラマ、吹き替
え作品まで、幅広くドラマ番
組 を 企 画・制 作 。経 験 豊 富
なプ ロフェッショナル たち
による本格的なドラマ作り
は、常に高い評価を得てい
ます。
4

正直不動産

有吉のお金発見

突撃！カネオくん
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映像コンテンツの制作

▶アニメ

▶エンターテインメント

さまざまなアニメ

歌謡曲、ポップス、ジャズ、ロック、
クラシックから伝統芸能や

番組を企画段階から

バラエティーといった幅広いジャンルのエンターテインメント

トータル に 制 作・プ
ロデュース。魅 力 的

番組を制作し、心豊かなひとときをつくり出しています。

な原作のアニメ化な
ど、幼 児 から大 人ま
で 楽しめ 、笑 いと感
動をもたらす独創的
なアニメをお届けし
ています。
キングダム 第4シリーズ
©原泰久／集英社・キングダム製作委員会

ワルイコあつまれ

▶ラジオ
クラシック、ポップス、アニメソング、伝統芸能など多様な
ジャンルでニーズに応えるラジオ番組を制作しています。

おじゃる丸

アオアシ

©犬丸りん／NHK・NEP

©小林有吾・小学館／「アオアシ」製作委員会

Discover Carpenters

▶映画事業
NHK番組と連動した
企画でドラマ、エンター
テインメント、ドキュメ
ンタリー、アニメなど幅
広 いジャンル の 劇 場 映
画 を 製 作して い ま す。
そ の ほ か 、アメリカ の
サンダンス・インスティ
テュートと共同で、新進
映 画 作 家 の サ ポートも
行っています。

忍たま乱太郎

©尼子騒兵衛／NHK·NEP

驚き！海の生きもの超伝説  劇場版ダーウィンが来た！
NHKエンタープライズ 映像提供：NHK製作・配給：ユナイテッド・シネマ

◆ 国内映画作品
・劇場版「岩合光昭の世界ネコ歩き」あるがままに、水と大地のネコ家族
（2021年公開）
・劇場版「ダーウィンが来た！」驚き！海の生きもの超伝説（2021年公開）
・「恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！」
（2020年公開）
・映画「Reframe THEATER EXPERIENCE with you」
（2020年公開）
・映画「人生をしまう時間（とき）」 （2019年公開）
・映画「エキストロ」
（2019年公開）

・「劇場版ダーウィンが来た！アフリカ新伝説」
（2019年公開）
・劇場版「岩合光昭の世界ネコ歩き」 コトラ家族の世界のいいコたち
（2017年公開）
・映画「悲しみの忘れ方 DOCUMENTARY of 乃木坂46」
（2015年公開）
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映像コンテンツの制作

▶超高精細映像（４K・８K）制作と新たな映像表現

▶大型映像・展示映像

最先端の機材を駆使した番組やコンテンツを制作してい

全国各地の博物館・美術館やビジターセンター等の常設展

ます。放送と連動した360度映像の配信やVR・ARコンテンツ

示映像制作、集客施設のアトラクションや記念式典等のイベン

の制作、ハイスピードカメラによるスーパースローモーショ
ン、8K映像をスマホやタブレットで拡大再生できる「８Kオペ

トとしてプロジェクションマッピングなども手掛けています。

ラグラス」など新しい映像表現の可能性に挑戦します。

細密に描かれた植物図をVRで立体視

4KVR

ウォータープロジェクションマッピング

高知県立牧野植物園 展示館シアター

                                            「はるか2020 〜夢の中で待ち合わせ〜」
©miyagiさくらプロジェクト／NHKエンタープライズ

▶各種映像制作
官公庁の広報映像、
企業内の安全啓発や
CSR周知のための社
内教育映像など、番組
制作で培ったノウハウ
を活かし様々な分野
三重県「みえDX未来動画2050」
のコンテンツを企画・
DXによって進化する未来をビジュアルで学ぶ対話用動画
慶良間諸島国立公園ビジターセンター「青のゆくる館」展示映像

制作しています。

12Ｋ（ハイビジョンの36倍）の超高画質360度水中VRカメラを利用

8K : VR シアター  “Aoi – 碧 – サカナクション ”

ビデオレストアサービス                             SD、HD映像素材を4K並みの高画質映像に

◆ 超高精細（4K/8K）コンテンツの制作

・NHK 放送技術研究所
ジビデオ」

・ 九州国立博物館スーパーハイビジョンシアター「神やどる島 宗像沖
ノ島」等制作
・8KHDR映像と22.2チャンネル音声による 「大迫力！長岡の大花火」
・奈良の魅力発信のための８Ｋ映像「まほろば ゆめの通い路」

広報映像「技研 Future Vision 2030-2040 イメー

◆ 大型映像・展示映像
・気仙沼市 東日本大震災遺構 ･ 伝承館 展示映像
・JR 東日本 事故の歴史展示館 展示映像
・平泉世界遺産ガイダンスセンター シアター映像
・熊本城天守閣展示施設 展示映像

・「8K がいざなう実世界」展「テクノロジーでめぐる 異世界」展
NHK プラスクロス SHIBUYA

◆ 各種映像制作

・国立科学博物館 特別展「植物地球を支える仲間」展示映像
・4KVR 高知県立牧野植物園展示館シアター
・福島市 古関裕而記念館 展示映像
・志摩スペイン村 プロジェクションマッピング
・ 東 京 駅 丸 の 内 駅 舎 保 存・ 復 原 工 事 完 成 記 念 イ ベ ント「TOKYO

・内閣府国際広報キャンペーン用 web 動画
・文化庁博物館異分野連携構築事業 イベント制作、オンライン配信
・ヨルダン ペトラ博物館デジタルサイネージ
・国立公文書館開館 50 周年記念映像
・三重県「みえＤＸ未来動画 2050」
・ビール酒造組合「STOP！20 歳未満飲酒」教育用映像

STATION VISION」
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イベントの企画制作
イベント・展示から、万博や国民文化祭などの大型の催事まで、
企画・演出・運営をトータルにプロデュースしています。

▶イベント

▶シンポジウム・フォーラム

リアルもオンラインも多

医 療 や 環 境 、エ

彩なジャンルのイベントを

ネルギー問題など、

制作しています。

今日的なテーマを

アニメを原作とする2.5次

取材し、充実したシ

元「ミュージカル忍たま乱太

ンポジウムを企画・

郎」、
「東京JAZZ」、
「ロボコ

制作しています。

ン」など、
息が長く、広いターゲット

新時代のエネルギーを
考えるシンポジウム

に支持されるイベントを手
掛けています。

▶大河ドラマ館
ミュージカル「忍たま乱太郎」第12弾
～まさかの共闘！？大作戦！
！～

NHKの大河ドラマを題材
にしてゆ かりの 地で 開 催さ

Ⓒ尼子騒兵衛／NHK・NEP
Ⓒミュージカル「忍たま乱太郎」製作委員会

れる「大河ドラマ館」などの
企画・制作・施工を手がけて
います。

東京JAZZ

鎌倉殿の 13 人 伊豆の国 大河ドラ
マ館

Ⓒ18th TOKYO JAZZ FESTIVAL

鎌倉殿の 13 人 大河ドラマ館（鎌倉市）

▶ロケ施設「ワープステーション江戸」
茨城県つくばみらい市のロケ施設「ワープステーション江
戸」の運営をしています。NHKドラマのほか、民放や映画の撮
影にもご活用いただけます。

アイデア対決・全国高等専門学校 ロボットコンテスト
（2018年大会）

撮影風景

◆ 主なイベント

◆ シンポジウム・フォーラム

◆ 大河ドラマ館・ 大河ドラマ関連展示

・第35回 国民文化祭みやざき2020開閉会式
・第36回 国民文化祭わかやま2021開閉会式

・UR都市再生シンポジウム
・フォーラム 認知症新時代

・「鎌倉殿の13人」大河ドラマ館
(静岡県伊豆の国市、神奈川県鎌倉市)

・ミュージカル「忍たま乱太郎」
・ABU、学生、高専、小学生ロボコン
・東京JAZZ
・年末ジャンボ宝くじ抽選会

・フォーラム がんと生きる
・ 心臓フォーラム
・ ニッポンの未来フォーラム
・新時代のエネルギーを考えるシンポジ ウム

・みんなのうたコンサート
・ららら♪クラシックコンサート

・東京大学「TOKYO FORUM2021」
・NTT R&D フォーラム
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コンテンツ展開事業
NHK番組をお客様がより楽んでいただけるように、様々なプラットフォームへの番組提供や
DVD、キャラクターグッズへのライセンスなど多方面に事業展開しています。

▶NHK番組のDVD、
ブルーレイ販売

▶キャラクターのライセンスビジネス

N H K の 新 番 組 や 過 去 の 貴 重 な 映 像 をもとに 制 作した

NHK番組キャラクターや

DVD・ブルーレイ・パッケージ商品を、CDショップや通販各

番組タイトルロゴを文具、玩

社、オンラインショップにて 販売しています。

具、ぬいぐるみ、
アパレル、ア

当社では、
ファミリー倶楽部という名称で、新聞・雑誌、
ダイ

クセサリー、雑貨、キッチン

レクトメール（ＤＭ）、ショッピングサイトを通じて、NHK関連

用品など 多彩な商品にライ

商品を通信販売しています。DVD、ブルーレイ、CD、キャラク

センスをおこなっています。

ターグッズなどを 幅広く取り揃えています。

また、番組の書籍化や施
設とのコラボイベントなど
様々な分野でライセンス 展
開しています。

「魔入りました！入間くん」
第3シリーズティザービジュアル
©西修（秋田書店)／NHK・NEP

世界はほしいモノにあふれてる
©2021 NHK

パンダ彩浜

©2022 NHK

「魔入りました！入間くん」
コラボカフェ

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社©2022 NHK / P.I.C.S.

▶NHKキャラクターショップ
NHKキャラクターの「どーもくん」をはじめ、幼児番組「い
ないいないばあっ！」
「みいつけた！」から 大河ドラマ、朝の連
続テレビ小説などのグッズまで、さまざまなアイテムが勢揃
い。お子様から大人まで、家族で楽しんでいただけるお店を
展開しています。

忍たま乱太郎
×
ジョイポリス
忍術学園音楽祭の段
©尼子騒兵衛・NHK・NEP

NHKキャラクター
ショップ
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コンテンツ展開事業

▶NHK番組をあらゆるプラットフォームに提供
子どもから大人まで楽しめるNHK番組やＮＨＫエンタープ
ライズが制作した映像を あらゆるプラットフォームを通じて
視聴者にお届けしています。

また、長年にわたり培ってきた国際マーケットにおける信
用とノウハウを駆使し、欧米や韓国、中国、
トルコなど 世界
中から選りすぐった映像コ ンテンツを購入。日本語版を制作
し、ＮＨＫをはじめ国内の様々なプラットフォームから 海外
の素晴らしい番組を幅広く日本に紹介しています。

〈主な提供先〉
・ 国内のCS／BS放送局、VOD事業者、ケーブルテレビ局、航
空会社（機内上映用）、海外の放送・配信事業者等
・ 番組の権利処理を事前にお
こな い、ご 要 望 の 仕 様 にて納
品いたします。

大唐流流
～宮廷を支えた若き女官～
© Huanyu Entertainment

連続テレビ小説  おかえりモネ

王女ピョンガン 月が浮かぶ川

©2021 Victory Contents Co., Ltd. All rights reserved

©2021 NHK

連続テレビ小説
カムカムエヴリバディ
©2022 NHK

オリバーな犬（Gosh!!）
このヤロウ
©2022 NHK/MMJ

大宋宮詞 ～愛と策謀の宮廷絵巻～

© 2020 Shanghai Ruyi Production Company & Rosat media & entertainment corporation

新・オスマン帝国外伝
～影の女帝キョセム～
©Tims Productions

ショッピングサイト
NHK スクエア
https://www.nhk-ep.com/
鎌倉殿の13人
©2022 NHK
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アーカイブス事業
NHKで365日放送されている番組を保存・データベース化しています。さらに放送した番組やニュース素材など
を皆様に提供しています。アーカイブス事業には、保存・権利処理から提供まで、膨大な映像資産を事業に生か
してゆくためのノウハウがあります。

▶フッテージ
（素材）提供

▶NHK番組の“まるごと”提供

NHKアーカイブスに蓄積された豊富な音声・写真素材・４Ｋ

NHKで放送された番組や当社が製作した映像作品を皆

を含む高精細映像素材を放送局や配信事業者などの国内事

様に提供しています。博物館や美術館等での番組の展示上

業者の皆様に幅広く提供しています。提供した素材は放送番

映や、企業研修等での利用等、ご要望に応じて権利処理を

組、CM、イベント、出版物など様々な用途でご利用いただけ

行い、提供します。コロナ禍の中、大学にNHKのドキュメンタ

ます。Web上での試写、提供システムも備えています。

リーなど良質な番組を授
業で活用いただくための
番組ライブラリーの提供
も行っています。

人体

欲望の経済史

生命大躍進

100分de名著

▶NHKアーカイブス運営事業

    アインシュタイン

NHKで放送されてきた番組や映像素材などを保存する
NHKアーカイブスは、日本最大の映像・音声データベースで

新・映像の世紀

す。日々放送される映像素材にメタデータを加えて保存・検

▶権利確保と権利処理

索・活用するための整備を行っています。当社が独自に開発
した高画質化技術（NEPレストアサービス）で古いビデオや

番組を制作・放送するための権利確保・権利処理に加え、

フィルムを４K画質に変換するなど、過去の映像に新しい命

提供にあたっての権利処理業務を広く行っています。NHKオ

を吹き込んでお届けしています。

ンデマンド、VOD事業者への番組提供など、近年拡大してい
る配信に際しての権利処理にも豊富な実績があります。皆様
の要望・ニーズに応える番組・映像提供を支えています。

フィルムから４Ｋへの変換作業

daigakuTV
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デジタルコンテンツ制作
NHKの番組ホームページや、番組と連動したデータ放送、ハイブリッドキャスト、SNSコンテンツの制作を担当し
ています。また、VR・360度映像など最先端のデジタル演出を活用し、イベントや番組連動コンテンツ等で視聴
者に新しい体験を届けています。

▶イベント展示

▶BS4K8Kデータサービス

「鎌倉殿の13人 大河ドラマ館」では、デジタルサイネージ

2018年に始まったNHKのBS4K8K放送。この放送では超

の展示を行っています。次回予告や特別番組などの動画を

高精細の映像を楽しむだけでなく、
「d」ボタンを押すとアク

毎週更新し、ご来館いただくお客様に楽しんでいただいて
います。

セスできるデータサービスも始まりました。ハイブリッドキャ
ストなどこれまでの技術的知見を活かしてデータサービス
制作、最前線のコンテンツを開発中です。

BS４K８K

データサービストップ

▶NHKプラス
2020年3月から始まった「NHKプラス」は、放送の同時配
信と見逃し番組配信をお届けする新しいサービスです。
この
運行を支える業務を担っています。

▶データ放送とハイブリッドキャスト
リモコンの「ｄ」ボタンを押すとテレビ放送の楽しみが広
がるデータ放送のサービスを制作。
「あさイチ」では視聴者
が参加するクイズで、
「天才てれびくんhello, 」では番組連動
ゲーム、
「 おやすみ日本眠いいね！」ではリモコンボタンを押
せば番組終了を決める「眠いいね！」カウントが増えていく演
出などを開発・運用しています。
また、テレビにインターネット接続をすると見ることがで
きる最先端のサービス「ハイブリッドキャスト」では、大河ド
ラマや連続テレビ小説のスタジオセットを360度映像で体
験できるコンテンツをテレビ画面上で提供しました。

▶ホームぺージ制作
NHKの情報を掲載している「NHKオンライン」や国際放送
のホームぺージ「NHKWORLD-JAPAN」において、
ドラマ、
アニメ、
ドキュメンタリー、NHK紅白歌合戦など数多くの番
組ページを制作しています。ライブストリーミングなどイン
ターネットならではの新しい発信方法も手がけています。

NHKプラス
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地域における事業展開
地域の魅力を全国・世界に発信。
各地の発展につながる事業にも取り組み、日本を元気にします。

▶地域の魅力あふれる番組
ＮＨＫの地域放送番組や地域発の多彩な番組を制作してい
ます。イベントと連動した生放送、公開収録も行っています。

中部ネイチャーシリーズ
岐阜・恵那山ふるさとの山を描く

大好き♡東北  定禅寺しゃべり亭

▶芸術文化・教育事業
番組制作で培ったノウハウをもとに、質の高いエンターテ
インメントを提供。伝統芸能や一流のアーティストによるユ
ニークなコンサート、子どもたちにも楽しんでもらえるワー
クショップなどの企画を制作・運営します。

写真でつくるタイムマシンで旅に出よう
「1972 SAPPORO VR Project」

▶展覧会・博覧会事業
豊富なノウハウとネットワークを活用して、優れた日本文

牽牛子塚古墳・越塚御門古墳
石室内プロジェクションマッピングと展示映像制作

化や内外の芸術性の高いアートを紹介する美術展を全国各
地に展開しています。また、NHK大河ドラマなど放送と連動し
た展示イベントを各地で開催し、地域文化の向上にも貢献し
ています。
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地域における事業展開

▶地域活性化事業
北海道支社

自治体のまちづくりや施設づくりを総合的にプロデュー
ス。NHKの公開番組や長年の地域活動で培ったノウハウで、
記念事業の企画や地域の活性化を手がけています。全国で
巡回開催される「国民文化祭」や「全国豊かな海づくり大会」
などでのセレモニー・イベントも行っています。

東北支社

近畿総支社

本  社

中国支社
中部支社
四国支社
九州支社

▶安全安心なまちづくり事業
防災意識の高まりに応えて、専門家による講演会やフォー
ラム、被災地の写真や映像資料を使った展示会などを企画
東根市 まなびあテラス

▶NHK地域映像アーカイブス事業

し、地域防災への取り組みをお手伝いします。阪神・淡路大
震災や東日本大震災の教訓を伝え、今後の災害に備える教
育イベント
「防災サバイバル」を実施しています。

NHKのニュースや番組が記録した映像と、地元で保管さ
れている貴重な資料をもとに、地域の歴史や暮らしを紹介す
るア ー カ イブ ス
を 作 成 。編 集 か
らシス テム 構 築
まで 一 貫して 対
応します。

挑戦！NHK防災サバイバル

▶その他にも・
・
・
NHKこども番組の人気キャラクターショーなど、様々なイ
ベントを企画、制作します。
NHK地域映像 アーカイブス

13

受賞一覧
2021年度
国
内
コンクール名

部門/賞

第20回放送人グランプリ2021

グランプリ特別賞

ＮＨＫ東日本大震災プロジェクト

第58回ギャラクシー賞

テレビ部門/奨励賞

ドラマ１０「オリバーな犬、
（Gosh!）
このヤロウ」

番組など作品名

新日本風土記 スペシャル「松本清張・鉄道の旅」
岸辺露伴は動かない
土曜ドラマ「ノースライト」
ＥＴＶ特集「エリザベス この世界に愛を」
2021年ギャラクシー賞

10月度月間賞

ドラマ１０「オリバーな犬、
（Gosh!）
このヤロウ」

9月度月間賞

希林と裕也 トリックスター夫婦の昭和平成史

8月度月間賞
5月度月間賞
2022年ギャラクシー賞
第37回ＡＴＰ賞テレビグランプリ

2月度月間賞

文化庁芸術祭

ヒャダ×体育のワンルーム☆ミュージック
「魔法の機材パッドで曲作り×STUTS」

グランプリ

プロフェッショナル

仕事の流儀 「庵野秀明スペシャル」

プロフェッショナル

仕事の流儀 「庵野秀明スペシャル」

情報・バラエティ部門/優秀賞

新日本風土記 スペシャル 「松本清張

鉄道の旅」

ＢＳ1スペシャル「外出自粛の夜に」(1回目)
「世界とつながる夜」(2回目) ウクレレでリレー音楽会

情報・バラエティ部門/奨励賞

グレートヒマラヤトレイル
セクション4 カンチェンジュンガ「五大宝蔵を求めて」

ドラマ部門/奨励賞

スペシャル時代劇「十三人の刺客」

奨励新人賞

横田洋「レギュラー番組への道
浮世物語～江戸の疫病処世術～」

総務大臣賞

第76回

土曜ドラマ「今ここにある危機とぼくの好感度について」

ドキュメンタリー部門/最優秀賞

ドキュメンタリー部門/奨励賞

第15回映文連アワード2021

ＥＴＶ特集
「“玉砕”の島を生きて～テニアン島 日本人移民の記録～」

ＢＳ１スペシャル
「良心を束ねて河となす～医師・中村哲

73年の軌跡～」

ソーシャル・コミュニケーション部門/部門
「カールさんとティーナさんの古民家村だより」
優秀賞
ソーシャル・コミュニケーション部門/部門
優秀賞

８Ｋアドベンチャー「天空を駆ける民 ララムリ」

テレビ・ドラマ部門/大賞

土曜ドラマ「今ここにある危機とぼくの好感度について」

第9回ＡＴＰ上方番組大賞

優秀賞

関西おせっかいハウス ほっとけないのアンタのことが

第25回文化庁メディア芸術祭

エンターテインメント部門/大賞

浦沢直樹の漫勉neo(9)「安彦良和」

第13回メディア・アンビシャス大賞

映像部門/アンビシャス賞

ＥＴＶ特集「エリザベス この世界に愛を」

第13回メディア・アンビシャス大賞

映像部門/メディア賞

国
外
コンクール名
第22回
ワールド・メディア・フェスティバル

部門/賞
ドキュメンタリー部門：インクルージョン
＆多様性カテゴリー/インターメディア・
グローブ金賞

ＥＴＶ特集
「“玉砕”の島を生きて～テニアン島日本人移民の記録～」
番組など作品名
ＢＳ１スペシャル「ジェイクとシャリース～僕は歌姫だった～」

ドキュメンタリー部門：アートカテゴリー/
ＮＨＫスペシャル「モネ
インターメディア・グローブ銀賞
第46回
オタワ国際アニメーション映画祭

未就学児童向けアニメーション部門/
特別賞

第25回ソウル国際マンガ・
アニメーション映画祭

テレビアニメーション部門/
最優秀作品賞

ニューヨーク・フェスティバル

ドキュメンタリー部門
(自然・ワイルドライフ)/金賞

睡蓮～よみがえる“奇跡の一枚”～

プチプチ・アニメ こにぎりくん「えんそうかい」
プチプチ・アニメ リヴ＆ベル
「ベルくんのほそくてながいお友達」
ワイルドライフスペシャル「ワイルド東京」

ＡＡＡ(アジアン・アカデミー・クリエイ アニメ(2Ｄ／3Ｄ、単発／シリーズ)部門/
「アーヤと魔女」
ティブ・アワーズ)
最優秀賞
自然番組部門/最優秀賞

ワイルドスペシャル「ワイルド東京」

第９回
グリーンイメージ国際環境映画祭

グリーンイメージ賞

ＮＨＫスペシャル「ワイルド東京」

2021年 15th Asian Film Awards

作品賞・主演女優賞・衣装デザイン賞

スパイの妻
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役員一覧

会社概要

（2022年12月1日現在）

称 ／ 株式会社NHKエンタープライズ

名
代

表

者 ／ 代表取締役社長

松本 浩司

会 社 所 在 地 ／ 〒150-0047 東京都渋谷区神山町４番14号
設 立 年 月 日 ／ 2005年4月1日

代表取締役社長

松 本

浩 司

専務取締役

矢 野

達 史

河 内

秀 則

諏 訪

雄 一

NHKソフトウェア
（1989年６月設立）
とNHKエンタープライズ21
（1985年１月設立）
との合併により発足
資

本

金 ／ 16億850万円

売

上

高 ／ 620億円（2021年度決算）

常務取締役

従 業 員 数 ／ 697名（2022年3月31日現在）

押

主な事業概要／ • ＮＨＫの放送番組の企画、制作、購入
• 映像、音声コンテンツ等の企画・制作、および販売

松 本

俊 博

監査役

行 成

博 巳

大 月

将 幸

海 野

正 一

小 山

雅 典

• ＮＨＫの放送に関連した催し物や公共的な各種催し物の企
画、実施、および係る建築工事の設計、施工
• 最新のデジタル技術を活用したイベントやフォーラムの企画、
実施
• ＮＨＫの放送用施設等の運営管理、および整備に関する技術援
助業務
• 有線テレビジョン放送事業者への放送番組の頒布

敦

取締役

• インターネットやモバイルを通じて放送番組等を提供する業務
• テレビ国際放送の実施に関連する業務

田

監 査 役（非 常 勤）

• 放送番組に係る、
コンテンツ等の著作物の発行、頒布
• 放送番組等の著作権等の取得、管理、販売
• 国際マーケットにおける映像コンテンツの購入と販売

主 要 株 主 ／ (株) NHKメディアホールディングス
(株) NHKテクノロジーズ
(株) NHKグローバルメディアサービス
(株) NHK出版
(株) NHKエデュケーショナル
(株) NHKアート
(株) NHKプロモーション
一級建築士事務所〔東京都知事登録第58866号〕
建設業許可〔東京都知事許可（特-30）第140761号〕
警備業認可〔東京都公安委員会第30003146号〕

業績
売上高（決算）

百万円

事業分野別売上高構成（2021年度）

70000

60000

55,126

55,285

59,191

受託映像国際放送

62,026

60,702

NOD事業

59,081

キャラクター事業

0.9%

1.2%

映像ソフト販売

50000

権利ビジネス
番組提供・
デジタル制作

40000

イベント・
ソフト制作

0.9%

5.6%

6.7%
6.7%

10.6%

放送番組制作

67.4%

30000
0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

年度
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沿革
1985年

1月 16日

「NHKエンタープライズ」設立

1986年

1月 27日

「総合ビジョン」設立

1989年

6月 16日

「NHKクリエイティブ」設立

6月 28日

「NHKソフトウェア」設立

7月

「国際メディア・コーポレーション」設立

1990年

5日

1994年

「NHKエンタープライズ・アメリカ」設立
「NHKエンタープライズ・ヨーロッパ」設立

1995年

4月

1日

「NHKエンタープライズ」
と
「NHKクリエイティブ」が合併し、
「NHKエンタープライズ21」設立

2005年

4月

1日

「NHKソフトウェア」
と
「NHKエンタープライズ21」が合併し、
「NHKエンタープライズ」設立

2008年

4月

1日

「NHKプラネット」設立

2010年

4月

1日

「NHKエンタープライズ」
と
「国際メディア・コーポレーション」が合併

4月

1日

「NHKエンタープライズ・アメリカ」
と
「ジャパン・ネットワーク・グループ(JNG）
」が合併し、
「NHKコスモメディア・アメリカ」設立

4月

1日

「NHKエンタープライズ・ヨーロッパ」
と
「ジャパンサテライトTV（JSTV)が合併し、
「NHKコスモメディア・ヨーロッパ」設立

2013年

7月

1日

「NHKエンタープライズ」
と
「総合ビジョン」が合併

2015年

1月 16日

2020年

4月

1日

会社創立30周年
「NHKエンタープライズ」
と
「NHKプラネット」が合併

組織図
（2022年7月1日現在）

代表取締役社長
株主総会

内部監査室

取締役会

リスク管理室

監査役会

海外戦略室

会計監査人

建築管理

法務・審査部
経営企画室

クリエイティブ
事業センター

ライツアーカイブス
センター

計画・広報部
人事・総務部

役員会

デジタルソリューション
センター

経

理

部

第１制作
センター

中部支社

総務部

中国支社

総務部

九州支社
東北支社

総務部

北海道支社

第２制作
センター

第３制作
センター

ライセンス
事業部

イベント・映像
事業部

ライツ事業部

デジタル
サービス事業部

制作企画部

自然科学部

ドラマ部

アニメ事業部

広域イベント
事業部

アーカイブス
事業部

ＤＸ推進部

社会情報部

国際部

エンターテイン
メント部

コンテンツ
販売部

近畿・四国
企画事業

文化部

地域部

語版展開部

中部
企画事業部

近畿・四国
制作部

中国
企画事業部

中部制作部

東北
企画事業部

中国制作部
九州
コンテンツ制作部
東北制作部
北海道
コンテンツ制作部
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総務部

  四国支社

イノベーション戦略室
業務改革推進室

コンテンツ
展開センター

近畿総支社

小田急線

代々木公園

原宿駅

代々木
八幡駅
代々木公園駅

線
地下鉄千代田
代々木体育館

出口 2
交番

NHK ホール
通り
公園

ニュー
ワシントン
ホテル

NHK

渋谷
区役所

nep本社

第三共同ビル

本店

東急本店

通り

2015

坂

道玄

谷田部
I.C.

ワープステーション
江戸

渋谷駅

NHKエンタープライズ
●JR渋谷駅より徒歩約12分
●代々木八幡駅（小田急線）
より徒歩約8分
●代々木公園駅（千代田線）
より徒歩約7分

国道
408号

川

小

みらい平駅

6

国道

常磐線

JR

号

常磐自動車道

貝

板橋不動尊

●守谷駅またはみらい平駅（つくばエクスプレス）
からタクシー（約4km）

至東京

国道294号

ワープステーション江戸

取手駅

つくばみらい市役所
伊奈庁舎
守谷駅
関東鉄道常総線

谷和原 I.C．

頭線
井の 渋谷駅

至土浦

至土浦

至常総

109

明治通り

東急

ローソン

MODI
東急
ハンズ
西武B
交番
西武A

第一
共同ビル

ファミリー
マート

つく
ばエ
クス
プレ
ス

山手線

道

歩

り
通
頭
の
井

遊

ファミリー
マート

●取手駅（JR常磐線）からタクシー（約8km）
●谷田部I.C.（JR常磐線道）から約8km

株式会社 NHK エンタープライズ
本社

第三共同ビル

〒 150-0047

東京都渋谷区神山町 4-14

近畿総支社

〒 540-0012

大阪府大阪市中央区谷町 3-1-18

四国支社

〒 790-0007

愛媛県松山市堀之内 5

中部支社

〒 461-0005

愛知県名古屋市東区東桜 1-13-3

NHK 名古屋放送センタービル 10F

中国支社

〒 730-0051

広島県広島市中区大手町 2-11-10

NHK 広島放送センタービル 11F

九州支社

〒 810-0044

福岡県福岡市中央区六本松 1-1-10

NHK 福岡放送センタービル 5F

東北支社

〒 980-0014

宮城県仙台市青葉区本町 2-9-7

北海道支社

〒 060-8703

北海道札幌市中央区北一条西 9 丁目 1-5

ワープステーション江戸

〒 300-2306

茨城県つくばみらい市南太田1176 （ロケ施設 窓口）

NS21 ビル 5F

NHK 松山放送局 4F

仙台 YF ビル 8F
NHK 札幌放送局 5F

海外現地法人
NHK Cosmomedia America, Inc.

100 Broadway, 15th Floor, New York, NY 10005, U.S.A.              http://www.nhkcosmomedia.com/

NHK Cosmomedia (Europe) Ltd.

24 Lombard Street, London EC3V 9AJ UK                                      http://www.nhk-cm.co.uk/

Nippon Production Service Co., Ltd.

Unit 1702, 208 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
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