
ＴＢＳテレビ 「七つの会議」エキストラ募集の御案内 

企画概要 
 原作：池井戸潤／ 監督：福澤克雄 

出演：野村萬斎 香川照之 片岡愛之助 立川談春 北大路欣也 

公開：２０１９年２月 

制作：マックロータス 

募集概要（集合時間、撮影時間等は、変更の可能性あり） 

※ 尚、多少の変更の可能性があるため、詳細は後日改めて電話連絡いたします 

■日程・募集人員 

 

５月１９日（土） 

大手電機メーカー重役（５月２０日も来れる方） 

５０～７０歳代、男性５～１０名   

車のご来場可能 

※おひとりでのご参加も大歓迎です！ 

男性同伴者は当選確率が高いですので、可能ならお誘い合わせの上ご参加下さい！ 

■集  合 栃木県宇都宮市 TBSボランティアエキストラ募集サイトでの当選者のみ連絡 

午後１６時４５分集合 

（変更の可能性あり、撮影日によっては、時間が変わっております。） 
 

■時  間 午後１７時５０分～午後２３時００分頃（変更の可能性あり） 

撮影日によっては、時間が変わっております。 

■服 装 等 大手電機メーカー重役を希望する男女とも、紺か黒かグレーのスーツに黒革靴、黒パ

ンプス等あれば持参してください。衣裳がなくても参加可能です。 

 

■報 酬 等 報酬・交通費等の用意はございませんが、謝礼として記念品が進呈される予定です。 

■食  事 夕食済でお願いいたします。 

■事故対応 

 

 

撮影に伴う事故等に関しては、制作会社が責任を持って対応します。 

ただし、撮影場所までの行き帰りの途上で生じた事故等については対応しかねますので、 

交通安全に十分注意してお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■そ の 他 

 

・お申込いただいた皆様に係る個人情報は、今回の撮影に関する連絡以外で使用することは 

一切ございません。 

・１８歳未満の方が申し込まれる場合には、保護者の同意が必要です。 

・定員を上回った場合には、期日前に締め切る場合があります） 

株式会社ＴＢＳテレビ 東京都港区赤坂５－３－６ 

担当：福島 e-mail fukushima6229@gmail.com 

 

お申込先  ＴＢＳテレビ ボランティアエキストラ募集サイト （URL : http://www.tbs.co.jp/extra-boshu/） 

からお申し込み下さい。 → 「TBSボランティアエキストラ募集 

５月１９日第３現場～…」をクリック 

 

応募締め切り 各募集日程の前日 ２１：００まで 

 



ＴＢＳテレビ 「七つの会議」エキストラ募集の御案内 

企画概要 
 原作：池井戸潤／ 監督：福澤克雄 

出演：野村萬斎 香川照之 片岡愛之助 立川談春 北大路欣也 

公開：２０１９年２月 

制作：マックロータス 

募集概要（集合時間、撮影時間等は、変更の可能性あり） 

※ 尚、多少の変更の可能性があるため、詳細は後日改めて電話連絡いたします 

■日程・募集人員 

 

５月２０日（日） 

国土交通省役人 大手電機メーカー社員 

１８～７０歳代、 男性３０名  女性３０名   

車のご来場可能 

※おひとりでのご参加も大歓迎です！ 

男性同伴者は当選確率が高いですので、可能ならお誘い合わせの上ご参加下さい！ 

■集  合 栃木県宇都宮市 TBSボランティアエキストラ募集サイトでの当選者のみ連絡 

午前７時００分集合 

（変更の可能性あり、撮影日によっては、時間が変わっております。） 
 

■時  間 午前８時００分～午前１０時００分頃（変更の可能性あり） 

撮影日によっては、時間が変わっております。 

■服 装 等 国土交通省役人 大手電機メーカー社員を希望する男女とも、紺か黒かグレーのスーツに黒革

靴、黒パンプス等あれば持参してください。衣裳がなくても参加可能です。 

 

■報 酬 等 報酬・交通費等の用意はございませんが、謝礼として記念品が進呈される予定です。 

■食  事 食事済でお願いいたします。 

■事故対応 

 

 

撮影に伴う事故等に関しては、制作会社が責任を持って対応します。 

ただし、撮影場所までの行き帰りの途上で生じた事故等については対応しかねますので、 

交通安全に十分注意してお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■そ の 他 

 

・お申込いただいた皆様に係る個人情報は、今回の撮影に関する連絡以外で使用することは 

一切ございません。 

・１８歳未満の方が申し込まれる場合には、保護者の同意が必要です。 

・定員を上回った場合には、期日前に締め切る場合があります） 

株式会社ＴＢＳテレビ 東京都港区赤坂５－３－６ 

担当：福島 e-mail fukushima6229@gmail.com 

 

お申込先  ＴＢＳテレビ ボランティアエキストラ募集サイト （URL : http://www.tbs.co.jp/extra-boshu/） 

からお申し込み下さい。 → 「TBSボランティアエキストラ募集 

５月２０日第１現場～…」をクリック 

 

応募締め切り 各募集日程の前日 ２１：００まで 

 



ＴＢＳテレビ 「七つの会議」エキストラ募集の御案内 

企画概要 
 原作：池井戸潤／ 監督：福澤克雄 

出演：野村萬斎 香川照之 片岡愛之助 立川談春 北大路欣也 

公開：２０１９年２月 

制作：マックロータス 

募集概要（集合時間、撮影時間等は、変更の可能性あり） 

※ 尚、多少の変更の可能性があるため、詳細は後日改めて電話連絡いたします 

■日程・募集人員 

 

５月２０日（日） 

マスコミ 警備員 秘書 

１８～７０歳代、 男性５０名  女性５０名   

車のご来場可能 

※おひとりでのご参加も大歓迎です！ 

男性同伴者は当選確率が高いですので、可能ならお誘い合わせの上ご参加下さい！ 

■集  合 栃木県宇都宮市 TBSボランティアエキストラ募集サイトでの当選者のみ連絡 

午前９時００分集合 

（変更の可能性あり、撮影日によっては、時間が変わっております。） 
 

■時  間 午前１０時００分～午前１１時２０分頃（変更の可能性あり） 

撮影日によっては、時間が変わっております。 

■服 装 等 マスコミ、秘書を希望する男女とも、マスコミを希望する方は、男女とも、男女とも紺か黒か

グレーのスーツかジャケットに長シャツ、ブラウス、メンパン、チノパン等と黒革靴、黒パン

プス等を持参してください。警備員を希望する方は、白シャツ、黒か紺のスラックス、黒革靴

等を持参してください。衣裳がなくても参加可能です。 

■報 酬 等 報酬・交通費等の用意はございませんが、謝礼として記念品が進呈される予定です。 

■食  事 食事済でお願いいたします。 

■事故対応 

 

 

撮影に伴う事故等に関しては、制作会社が責任を持って対応します。 

ただし、撮影場所までの行き帰りの途上で生じた事故等については対応しかねますので、 

交通安全に十分注意してお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■そ の 他 

 

・お申込いただいた皆様に係る個人情報は、今回の撮影に関する連絡以外で使用することは 

一切ございません。 

・１８歳未満の方が申し込まれる場合には、保護者の同意が必要です。 

・定員を上回った場合には、期日前に締め切る場合があります） 

株式会社ＴＢＳテレビ 東京都港区赤坂５－３－６ 

担当：福島 e-mail fukushima6229@gmail.com 

お申込先  ＴＢＳテレビ ボランティアエキストラ募集サイト （URL : http://www.tbs.co.jp/extra-boshu/） 

からお申し込み下さい。 → 「TBSボランティアエキストラ募集 

５月２０日第１現場～…」をクリック 

 

応募締め切り 各募集日程の前日 ２１：００まで 

 



ＴＢＳテレビ 「七つの会議」エキストラ募集の御案内 

企画概要 
 原作：池井戸潤／ 監督：福澤克雄 

出演：野村萬斎 香川照之 片岡愛之助 立川談春 北大路欣也 

公開：２０１９年２月 

制作：マックロータス 

募集概要（集合時間、撮影時間等は、変更の可能性あり） 

※ 尚、多少の変更の可能性があるため、詳細は後日改めて電話連絡いたします 

■日程・募集人員 

 

５月２０日（日） 

大手電機メーカー社員 

１８～７０歳代、 男性３０名  女性３０名   

車のご来場可能 

※おひとりでのご参加も大歓迎です！ 

男性同伴者は当選確率が高いですので、可能ならお誘い合わせの上ご参加下さい！ 

■集  合 栃木県宇都宮市 TBSボランティアエキストラ募集サイトでの当選者のみ連絡 

午後１６時３０分集合 

（変更の可能性あり、撮影日によっては、時間が変わっております。） 
 

■時  間 午後１７時３０分～午後１８時００分頃（変更の可能性あり） 

撮影日によっては、時間が変わっております。 

■服 装 等 大手電機メーカー社員を希望する男女とも、紺か黒かグレーのスーツに黒革靴、黒パンプス等

あれば持参してください。衣裳がなくても参加可能です。 

 

■報 酬 等 報酬・交通費等の用意はございませんが、謝礼として記念品が進呈される予定です。 

■食  事 食事済でお願いいたします。 

■事故対応 

 

 

撮影に伴う事故等に関しては、制作会社が責任を持って対応します。 

ただし、撮影場所までの行き帰りの途上で生じた事故等については対応しかねますので、 

交通安全に十分注意してお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■そ の 他 

 

・お申込いただいた皆様に係る個人情報は、今回の撮影に関する連絡以外で使用することは 

一切ございません。 

・１８歳未満の方が申し込まれる場合には、保護者の同意が必要です。 

・定員を上回った場合には、期日前に締め切る場合があります） 

株式会社ＴＢＳテレビ 東京都港区赤坂５－３－６ 

担当：福島 e-mail fukushima6229@gmail.com 

 

お申込先  ＴＢＳテレビ ボランティアエキストラ募集サイト （URL : http://www.tbs.co.jp/extra-boshu/） 

からお申し込み下さい。 → 「TBSボランティアエキストラ募集 

５月２０日第２現場～…」をクリック 

 

応募締め切り 各募集日程の前日 ２１：００まで 

 



ＴＢＳテレビ 「七つの会議」エキストラ募集の御案内 

企画概要 
 原作：池井戸潤／ 監督：福澤克雄 

出演：野村萬斎 香川照之 片岡愛之助 立川談春 北大路欣也 

公開：２０１９年２月 

制作：マックロータス 

募集概要（集合時間、撮影時間等は、変更の可能性あり） 

※ 尚、多少の変更の可能性があるため、詳細は後日改めて電話連絡いたします 

■日程・募集人員 

 

５月２０日（日） 

大手電機メーカー重役 

５０～７０歳代、男性５～１０名   

車のご来場可能 

※おひとりでのご参加も大歓迎です！ 

男性同伴者は当選確率が高いですので、可能ならお誘い合わせの上ご参加下さい！ 

■集  合 栃木県宇都宮市 TBSボランティアエキストラ募集サイトでの当選者のみ連絡 

午後１７時００分集合 

（変更の可能性あり、撮影日によっては、時間が変わっております。） 
 

■時  間 午後１８時００分～午後２０時００分頃（変更の可能性あり） 

撮影日によっては、時間が変わっております。 

■服 装 等 大手電機メーカー重役を希望する男女とも、紺か黒かグレーのスーツに黒革靴、黒パ

ンプス等あれば持参してください。衣裳がなくても参加可能です。 

 

■報 酬 等 報酬・交通費等の用意はございませんが、謝礼として記念品が進呈される予定です。 

■食  事 夕食済でお願いいたします。 

■事故対応 

 

 

撮影に伴う事故等に関しては、制作会社が責任を持って対応します。 

ただし、撮影場所までの行き帰りの途上で生じた事故等については対応しかねますので、 

交通安全に十分注意してお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■そ の 他 

 

・お申込いただいた皆様に係る個人情報は、今回の撮影に関する連絡以外で使用することは 

一切ございません。 

・１８歳未満の方が申し込まれる場合には、保護者の同意が必要です。 

・定員を上回った場合には、期日前に締め切る場合があります） 

株式会社ＴＢＳテレビ 東京都港区赤坂５－３－６ 

担当：福島 e-mail fukushima6229@gmail.com 

 

お申込先  ＴＢＳテレビ ボランティアエキストラ募集サイト （URL : http://www.tbs.co.jp/extra-boshu/） 

からお申し込み下さい。 → 「TBSボランティアエキストラ募集 

５月２０日第３現場～…」をクリック 

 

応募締め切り 各募集日程の前日 ２１：００まで 

 


