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どのようなオファーがあるのか？

なぜ多くの支持を集め続けているか？

まず、私は何者か？

どのようなジャンルについて対応可能なのか？

信頼のベースにあるのは、伊藤の圧倒的経験数。年間500人100社以上へのロングインタビューという唯一無比ともいえる経
験の中で獲得してきた“潜在的な思いを掘り起こす力”や“本質をつかむ力”“構造を読みとる力”が顧客満足に繋がり、リピーター
や紹介者が拡大していく一方です。
日々のインタビュー活動の中で実施するNPS（Net Promoter Score）調査にも、その信頼度の高さが表れています。NPS
は顧客ロイヤルティを測る指標で、これまで計測が難しかった、企業やブランドに対する愛着や信頼を数値化するものですが、
ありがたいことに、スコアはすべて10段階評価の8～10。10点満点をいただくことも多く、非常に感謝している次第です。

年間500人／100社以上対応するプロ・インタビュアーとして、これまで多くの経営者、文化人、タレント、学者、医療従事者、
アスリート、専門家、ビジネスパーソン、学生まで、ありとあらゆる分野・立場の方に対して、台本不要のロングインタビュー
を実施。対話の中から、数多くの “名言” を引き出してきました。

フィールドは、主に「PR」「インナーコミュニケーション」「マーケティング」「採用」。以下のようなアウトプットに、伊藤の
インタビューワークが活用されています。

基本的にはジャンルを限定しません。「お話しいただける方がいらっしゃるのであれば、どのような分野であっても対応します」
とお伝えしています。実際に、以下のような多様な分野でヒアリングを行ってきました（実績ベース）。それが可能なのは多く
の経験の中から業界を俯瞰し、本質を捉えながら理解する力が養われてきたからに他なりません。

調査の中で、お客様から寄せられている声を抜粋します。

●インタビューコンテンツ
記事広告（WEBメディア・雑誌・新聞）　企業HP、オウンドメディア社内報・会報誌・フリーペーパー、リクルートサイト・冊子
お客様事例・経営者メッセージ、先輩社員の声、プロジェクトストーリー、イベントレポート、インタビュー動画

●モデレーター・ファシリテーター
トークイベント（オンライン、リアル）

●スキルシェア
セミナー・ワークショップ・講演（ヒアリング・コミュニケーション領域）

●その他
コンサルティング（コンテンツ、ウェビナー、対談領域）、コンセプトメイキング、ブランディング支援（企業・新サービス）
インタビューコンテンツ立ち上げ支援、スタートアップ広報支援、経営者との壁打ち

Professional Interviewer

伊藤秋廣

★「プロ・インタビュアーという言葉に初めて触れる機会になりましたが、事
前にかなり調べて頂いたのだろうと思うのですが、こちらのしたい文脈をう
まく引き出して頂き大変感銘を受けました」（インタビューを受けてくださっ
た大手Saas企業の事業責任者の声）

★「大変話しやすく進行頂けました。フォームに回答させて頂きましたが、8
点にさせていただいた理由は依頼料金がわからなかったのでその分引かせて
頂いた次第です。当日のインタビューの質自体は10点だと思います」（イン
タビューを受けてくださった大手流通の事業責任者の声）

★「短い時間の中で、素早くインタビューしていただきまして、誠にありがと

うございました。こういったインタビューを受けたことがなかったので、段
取りの良さなど、さすがプロと感銘を受けました」（インタビューを受けてく
ださったベンチャー幹部の声）

★「伊藤様のインタビューはご回答者様の思いを自然と引き出していくような
魅力的なインタビューだったと感じております」（インタビューに立ち会って
くださった大手印刷会社の営業担当者様の声）

★「インタビュー内容はもちろん、場の空気の作り方や進行の仕方など、さす
がプロだなととても勉強になりました。またしゃべるのもとてもやりやすく、
思った以上に凝縮した一時間にできたなという実感があります」（インタビュー

を企画したプロデュ―サーの声）

★「伊藤様のエネルギッシュで愉快なインタビュータイムはとても楽しい時間
でした！」（リモートインタビューを受けてくださった女性経営者の声）

★「【大手IT企業】さんより、伊藤さんのインタビュー運びにお褒めの言葉を
いただいております！弊社や【経済誌のご担当者】さんとしても大変心強い
です」（制作会社のご担当者の声→大手ICT企業が出稿する経済誌の企画で、
そのICT会社の大手クライアントのCEOにインタビューした直後、弊社のク
ライアントである制作会社様からメール）

★「伊藤様のインタビューは我々としましても脱帽でございます。是非、他案

件でも何卒よろしくお願い申し上げます」（統合報告書、IR関連クリエイティ
ブを専門とする企業のご担当者からの声→大手通信企業CEOへリモートイン
タビューを実施した直後のメール）

★「今回のインタビュー機会に関しまして、僕も取材されるのも取材をきいて
いるのもとっても楽しかったです！ぜひまたご依頼させていただければと
思っております！！」（ベンチャー企業の20代担当者の声→求人コンテンツ
制作サポートで、ご本人と同僚をインタビューした直後のメール）
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株式会社エーアイプロダクション
〒124-0006 東京都葛飾区堀切7-26-10
TEL.03-6231-2140
https://a-i-production.com

■株式会社パーソルキャリア様
●オウンドメディア制作サポート　●トップインタビュー　●エンジニア採用コンテンツ　●イベントリポート

■住友ベークライト株式会社様
●メルマガ制作・運用　●社内報

■M&Aキャピタルパートナーズ株式会社様
●ウェビナーモデレーター　●公開セミナーモデレーター　●導入事例　●採用コンテンツ　●営業用導入事例リーフレット

■ソフトバンク株式会社（グループ会社含む）様
●社内報　●社内キックオフモデレーター　●統合報告書　●トップインタビュー　●経営層インタビュー　●イベントリポート　　　
　　

参考価格イメージ

実績の一例

●コンテンツ ●イベント（モデレーター／ファシリテーター／司会）

●スキルシェア
事業会社

■メディア（タイアップ記事広告インタビュー・ライティング）

ITメディアビジネスオンライン日経ビジネスオンライン Forbes JAPAN 日経トップリーダー電子版

全国4大都市で実施された日経
産業新聞主催「事業拡大・事業
承継のためのM&A活用セミ
ナー」トークセッションコー
ナーのモデレートを担当いたし
ました。

「日経BP総研 経営フォーラ
ム2019 先行き不透明な時代
に生き残るトップの条件」第
三部トークセッションコー
ナーのモデレートを担当いた
しました。

株式会社M&Aキャピタルパー
トナーズ様主催オンラインセミ
ナー。M＆Aを実行した譲渡会
社、譲受会社によるトークセッ
ションコーナーのモデレートを
担当いたしました。

歯科衛生士求人、歯科医師求人
専門情報サイトを運営するクオ
キャリア様主催「歯科の人材経
営セミナー」トークセッション
コーナーのモデレーターを担当
しました。

■パナソニックソリューションテクノロジー株式会社様
■株式会社NTTデータ・スマートソーシング様
■フロンティア株式会社様
■ベルフェイス株式会社様
■株式会社レコフ様

■株式会社マクアケ様
■株式会社ビズリーチ様
■株式会社リクルートファイナンスパートナーズ様
■公益財団法人東京都中小企業振興公社様
他

導入事例制作、その他案件でお付き合いいただいている事業会社様

企業向けコミュニケーションセミナー
（ビジネスコミュニケーション領域）

■フロンティア株式会社様
■株式会社マイナビ様

個人事業主に向けた
定期的なオンラインサロン

（営業術）

インタビューライターに向けた
定期的なオンラインサロン
（インタビュースキル）

インタビュー（コンテンツ）

70,000円～
※1時間、1～ 2名様
※企画、音声起こし、ライティングなど
　他オプションについては別途料金となります。

モデレーター／ファシリテーター

70,000円～
※1時間（リアル／オンライン）

スキルシェア

お問い合わせください。


