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　冨田が新卒で入ったNY本社の外資系銀行や、米国や中国の大学院、
大手銀行の中枢で出会ったトップエリートたちの仕事ぶりをまとめました。

　皆さん、米国のMBAに行かないとエリートになれないと思ってしまっていま
せんか？世界のエリートたちが心がけている仕事のコツは、実は、簡単なこと
ばかりです。年収2000万円プレーヤーの仕事の習慣、勝ち続けるエリートの
お金の使い方、MBA流の問題解決の手法なども、紹介・解説しています。

　「半沢直樹なんて、バカバカしい」という項もあります。

　新書のため、安価ですので、皆さん、ぜひ、お手に取っていただけたら、幸
いです♪

　帯のキャッチは、「ビールは0.2秒でつげ！」です。その意味も、読んでいただ
いたら、すぐわかっていただけるのではないかと思います。

本書
では

▼新刊の内容ダイジェストは、会社Webにも掲載しています。
　http://www.tcconsulting.co.jp/bookmynavi
▼新刊のご購入は、Amazonにて、是非、お願いいたします！　
　http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4839950903/mynavibooks-22/

問題解決の基本的な流れから事例分析の手法、解決策の策定法など、
ハーバード・ビジネス・スクールをはじめとする
世界の有名ビジネススクールで教えている手法を
わかりやすくコンパクトに解説しました。 
これを読めば、あなたもエリートたちと同じ武器を手にできます!

第1章 エリートの考え方は誰でもすぐに実践できる
第2章 トップ１％が実践している思考の習慣
第3章 年収2000万円プレーヤーの仕事の心がけ
第4章 世界のエリートが実践している問題解決の手法
第5章 その他大勢から抜け出すコミュニケーションのコツ
第6章 勝つエリートのお金の使い方
最終章 どんな時代でもちょっとした心がけで君は勝てる

もくじ

『世界のエリートが教えるちょっとした仕事の心がけ』
1月23日、発売になりました！

感想・ご相談・お問い合わせは、こちら！お気軽に♪　⇒　support@tcconsulting.co.jp

2015年1月26日（月）　13：15～14：30　
パネルディスカッション『営業代行で戦略は変えられるのか？ 』
（フジサンケイビジネスアイ主催・新規顧客創出フェア）
＠秋葉原KDX　アキバスクエア

 フジサンケイビジネスアイ主催「新規顧客創出フェア」にて、冨田
賢が、パネルディスカッションのモデレーターを務めました！
 パネラーをお願いした方々、どの方も良いコメントをまとまった形
でしていただけました。感謝しております。
　私のほうからは、有力な手法となっている営業代行の活用のメ
リットと活用にあたっての留意点を、コンサルティングの中でのアド
バイス事例を踏まえながら、お話させていただきました。
 クレディセゾンのAMEX推進部長の足利さんから、東証１部上場
企業でのBtoC、そして、新しく取り組んでいるBtoBの新たな領域
での営業展開における営業代行の活用事例、そして、インターナッ
プジャパンのCEOの奥野さんからは、日米の営業の違い・比較、こ
れまでの営業代行会社の活用の事例、成功報酬と固定報酬の良し
悪しなどについて、シャープで、的確なお話をいただきました。
 日本セールスプロバイダー協会の代表でもあるコンフィデンス社
長の是永さんからは、営業代行会社の類型、各カテゴリーの特徴、
報酬体系、利用のメリットなどについて業界を概観して、ご説明い
ただきました。
  会場には、100名を超える方々にお越しいただきました。お聞き
いただいた皆様、たいへんありがとうございました！

セミナー開催情報

　社長の冨田賢が、
『世界のエリートが教えるちょっとした仕事の心がけ』
と題して、講演させていただきます。

　1月23日発売の『世界のエリートが教えるちょっとした
仕事の心がけ』（マイナビ新書）の著者が、本の内容を、本に
書けなかった秘話も含めて、お話します。

セミナー開催報告

受付中！●2015年2月19日（木）　18：30～20：30
　『世界のエリートが教えるちょっとした仕事の心がけ』
 　日刊工業新聞社・メトロガイドセミナー

　◇開催会場 ： 日刊工業新聞社 地下1階　セミナー会場
　　（東京都中央区日本橋小網町１４－１　住生日本橋小網町ビル）
　 ◇募集人数 ： 50人　◇参加費用 ： 7500円
　　※参加費は当日、会場で承ります。 ★詳細とお申し込みはこちら！

　  http：//www.metroguide.jp/seminar/20150219/index.html

私たちは、事業提携により、新規事業を立ち上げ、あなたの会社の売上をアップします！

住　所 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル7階
最寄駅 ： 地下鉄銀座線「外苑前駅」4a出口徒歩3分 1b出口徒歩5分
 地下鉄銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目駅」5番出口徒歩4分
☆青山通りの伊藤忠商事斜め前、ホンダの並び、外苑いちょう並木の向かい側です！

TEL:03-4530-8537     FAX:03-3470-8538

～ 約７年で１５０社以上の豊富な実績 ～

とみたさとし 検索

（マイナビ新書、850円）
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▼冨田賢の Facebook にて日頃の活動をご覧いただけます。
　https：//www.facebook.com/tctomita

　これまでよりも、メインの会議室が90センチ、広くなりました！
　6名超での御来客の際など、手狭な形となっておりましたので、
執務スペースを削除して、その分を、会議室に充当いたしました。
合わせて、ホワイトボードも、今までよりも、かなり大きなものに、変
更いたしました。
 また、カーペットも、少し厚手のベージュのものに張替えました。
（これまでは、グレーでした…。）雰囲気が明るくなりました！
　その他、観葉植物の数も増やしました！一昨年から、附設した
USENも、引き続き、BGMとして、利用します。
　年明けから御来客いただいた皆さんには、会議室が広くなった
こと、喜んでいただいております。これからも、多数の皆様の御来
客を、心より、お待ちしております！

　冨田賢の著書『新規事業立ち上げの教科書　～ビジネスリーダーが身につけるべき最強
スキル』が、ＢＳジャパン（テレビ東京系）で毎週金曜日23：30から放送されている「大竹まこと
の金曜オトナイト」の書評コーナーで紹介されました。
http://www.bs-j.co.jp/otonight/
　街頭インタビューで道行く人々に「今、どんな本を読んでいますか」という質問を投げかけ
て、読んでいる本を紹介してもらうコーナーで、実際に『新規事業立ち上げの教科書』を読ん
でいる人がいたということで、取り上げていただきました！

 年始の1週間は、コンサルティング・ミーティングの予定が例
年、入らないため、この時期の海外出張といたしました。

 1998年には、シンガポール訪問に関連して、
「シンガポール・日本に共通する高等教育事情と課題」
（『JAIC ASIA REPORT』、日本アジア投資（株）、1998年
9月号）
http：//www.tcconsulting.co.jp/wp-content/
uploads/1998_09.pdf

を執筆したことがありましたが、今回は、10年以上ぶりのシン
ガポール出張でした。マリーナ・ベイ・サンズなどが出来て、ずい
ぶん変わりました。地下鉄がますます便利になっていました！

 それから、シンガポールから車で片道3時間くら
いかけて、マレーシアのマラッカ（旧ポルトガル領
→旧オランダ領→旧イギリス領→マレーシア領）
にも、日帰りで行ってきました！良い経験になりま
した。冨田は、学生時代の第二外国語がマ
レー・インドネシア語だったため、少し、マレー語も
使えました。

当社オフィスのリニューアル工事を行いました！
～会議室拡張やカーペット張替え、観葉植物増加～

著書『新規事業立ち上げの教科書』、テレビ東京系BSにて放映！
放送日時：1月30日（金）23：30

シンガポール訪問の記録
2015年1月5日～1月9日、
シンガポールを訪問しました。

　滞在中、コンサルティング先企業の株式会社クレ
ディセゾンのシンガポールの現地法人を御訪問させ
ていただきました。

 シンガポールでも、ホテルのプールで毎日泳ぎました
が、食べる量も多かったので、また少し太った海外滞
在でした。

 シンガポール国立博物館では、第二次世界大戦の
末期の日本軍のシンガポール占領の経緯や状況の
パネル展示を見ました。
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