
 
【TC】本日 5/30アマゾン・キャンペーン実施中！プレゼントあり！動画 7本大公開！ 
 
こんにちは、TCメルマガ事務局です♪ 
 
社長・冨田賢の新刊『これから 10年活躍するための新規開拓営業の教科書』 
(総合法令出版から、1300円) 
http://www.tcconsulting.co.jp/book 
のAmazon.co.jpでの販売キャンペーンを本日 0：00～23：59、 
実施しています！ 
 
まだ購入されていない方は、この機会に、ポチっと、 
買ってみてはどうでしょうか？ 
 
すでに買ったよ！という方は、自宅用、会社用、人にあげる用で、 
あと２冊くらい、いかがでしょうか？ 
 
今日は、14：10～、冨田賢は、西日本放送のラジオ情報番組 
『気ままにラジオ』に生出演することが、たまたま決まっていましたので、 
その中でも、リスナーの皆さんに告知していきます。 
 
皆さま、是非、ご協力をお願い申し上げます！ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
※このメール・マガジンは、これまで、TC社長・冨田賢あるいは 
TCのメンバーが名刺交換をさせて頂いた方に配信しております。 
配信が不要の場合やメールアドレスのご変更については、 
下記のURLから可能です。 
▼ メルマガの停止や変更は、こちら！ ▼ 
https://regssl.combzmail.jp/web/?t=cf27&m=i522 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
１． 冨田賢著『これから 10年活躍するための新規開拓営業の教科書』 

http://www.tcconsulting.co.jp/book
http://amazon.co.jp/
https://regssl.combzmail.jp/web/?t=cf27&m=i522


   アマゾン・キャンペーン実施！ 5/24記念講演の音声ファイルがもらえる！ 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
Amazon.co.jpでのランキングを意図的に取ることが出版業界では増えていますが、 
冨田賢も、意図的に…というよりも、どのくらいランキングがいくか、 
皆さまのお力をお借りして、チャレンジ！ということで、 
Amazon.co.jpでの販売キャンペーンを実施します。 
 
 
★★★ アマゾン・キャンペーン、行います！ ★★★ 
 
実施日時：５月３０日 ０：００～２３：５９ 
 
みんなの力で、Amazon.co.jpでのランキングを上げよう！ 
 
皆さま、何卒、清き“一票”、いや、清き“購入のクリック”を 
お願いいたします。 
 
【アマゾン・キャンペーンの特典】 
出版記念講演(５月２４日、スタジアムプレイス青山で開催。 
参加費１万円)での冨田賢の講演の音声ファイル(３０分間)をゲットできます！ 
 
５月３０日に、Amazon.co.jpにて、ご購入いただいた方は、 
購入した際に送られてくる「Amazon.co.jp ご注文の確認」のメールを 
下記のメールアドレスに送ってください。音声ファイルをダウンロードするため 
のURLをメールにてお知らせいたします。 
       amazon@tcconsulting.co.jp 
 
『新規開拓営業の教科書』は、営業職についている方で、もっと営業力を 
付けたいという方に、最適な本です。営業力を付けることで、仕事も人生も 
より良くなります。 
 
是非、皆さん、このアマゾン・キャンペーンの機会にご購入ください！ 
 
▼ Amazon.co.jpでの購入のページは、こちら！ ▼ 

http://amazon.co.jp/
http://amazon.co.jp/
http://amazon.co.jp/
http://amazon.co.jp/
http://amazon.co.jp/
mailto:amazon@tcconsulting.co.jp
http://amazon.co.jp/


http://www.amazon.co.jp/gp/product/4862803040/ref=cm_sw_r_fa_alp_F3oSpb09X3WB4 
 
▼ Webの当キャンペーンのページは、こちら！ ▼ 
http://www.tcconsulting.co.jp/amazon 
 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
２．冨田賢・出版記念講演の動画が出来上がりました！ 
  ハイクオリティな６本、お届けします！ 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
５月２４日の出版記念講演の動画が出来上がりました！ 
 
今後、会社サイトのサーバーにもアップしますが、 
まずは、You Tubeにアップされているものを、掲載します！ 
 
#1 プロフィールと新刊紹介 
http://youtu.be/r1BmYfOpfbQ 
 
#2 営業メソッド 人と会うことがビジネスの基本 
http://youtu.be/sQIUN54sg5w 
 
#3 営業メソッド 営業のスタイルを変えてみてはいかがですか？ 
http://youtu.be/uaTD9-E-0iY 
 
#4 交流会活用術、シュートを決める！法人営業のメソッド 
http://youtu.be/5XDLvyRvQo0 
 
#5 ソーシャルメディアの活用, 新規営業大好き人間への道 
http://youtu.be/r1R8EQmY9zU 
 
#discussion パネルディスカッション 
http://youtu.be/rQRPDmmztAg 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4862803040/ref=cm_sw_r_fa_alp_F3oSpb09X3WB4
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http://youtu.be/r1BmYfOpfbQ
http://youtu.be/sQIUN54sg5w
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http://youtu.be/rQRPDmmztAg


 
# message    冨田賢へのパネラーからのメッセージ 
http://youtu.be/cO5gxRmZABw 
 
 
★この動画は、山川拓也代表のファニプロ によって、 
制作＆編集をしていただいています！ 
ファニプロのWebは、こちら → http://www.funnypro.co.jp 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
３．6 /7夜  一夜限りの夢のコラボレーションが実現！ まだまだ募集中！！ 
 「泉忠司presents泉塾」×「冨田賢presents冨田ゼミ」 W開講記念セミナー 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
“日本一受けたいビジネス講座”これから 10年活躍するための絶対原則 
 
 “企画・プレゼンテーションの達人”泉忠司 × “新規開拓営業の達人”冨田賢 
 
「著書 45冊・累計 300万部以上を誇るクロスメディア時代の寵児」の泉忠司氏 
http://www.izumi-tadashi.net/ 
と冨田賢が、あなたの夢の実現、あなたビジネスの成功を全力で応援します！ 
 
▼ 御案内のパンフレットは、こちら！ ▼ 
http://www.tcconsulting.co.jp/wp-content/uploads/s20120514.pdf 
 
日時： ６月７日(木) １９：００～２１：３０ (18：30 受付開始) 
会場：文京シビックセンター「スカイホール」 
〒112-0003 東京都文京区春日 1－16－21 
最寄駅：東京メトロ丸ノ内線・南北線 後楽園駅【直結】 
    都営地下鉄三田線・大江戸線 春日駅【直結】 
    JR中央・総武線水道橋駅【徒歩約 10分】 
    http://www.b-academy.jp/b-civichall/access/access.html 
定員：100名 

http://youtu.be/cO5gxRmZABw
http://www.funnypro.co.jp/
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参加費：W開講記念特別価格 本来、一般 1万円のところ、 
    (一般)3000円 (学生)1500円 
   【意識の高い方・すぐに行動できる方への特典】 
    5月 31日までのお申し込みで(一般)2000円 (学生)1000円にいたします。 
    参加費は、当日、受付でお支払いください。 
 
講座内容： 
<1>泉忠司「絶対成功する企画・プレゼンテーションの泉式メソッド」 
 ～コンフィデンス・シンキング、独創的アイデアの創出、出版ノウハウ！～ 
<2>冨田賢「絶対成功する新規開拓営業の冨田式メソッド」 
 ～効果的に自己アピール！短期間で契約をまとめる！就活にも活きる！～ 
<3>泉忠司×冨田賢ディスカッション「これから 10年活躍するための絶対原則」 
 自分のやりたいことが達成でき、自分の人生を満足度の高いものにするためには、 
 どのような「考え方」をして、どのように「行動」するべきか。 
 
▼ お申し込みは、こちら！ ▼ 
http://www.tcconsulting.co.jp/app 
 
▼ 詳細のWebページは、こちら！ ▼ 
http://www.tcconsulting.co.jp/archives/1003 
 
【泉忠司氏のプロフィール】 
高校時代は偏差値 30からたった半年で全国模試 1位に。 
「本物のドラゴン桜先生」と呼ばれ、英文学の専門家として幾つもの大学で教鞭を執る。 
ミリオンセラー小説『クロスロード』をはじめ、多岐に渡る著書は 
45冊・累計 300万部を超える。また、プロデューサーとして斬新な企画を 
次々と成功させることから「クロスメディア時代の寵児」との異名を持つ。 
30代で東久邇宮文化褒賞を授与される。 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
４．冨田賢・出版記念パーティー＠葉山庵Tokyo 山坂大輔プロデュース 
  TC新体制での第 1回「TCビジネスマッチング交流会」キックオフ！ 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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ティーシーコンサルティング社長の冨田賢著 
『これから 10年活躍するための新規開拓営業の教科書』の 
出版を記念して、葉山庵Tokyoオーナーの 
山坂大輔プロデュースで、出版記念パーティーを開催します。 
 
普段のTCのイベントは、講演＆勉強が中心ですが、 
今回は、まったくのパーティーです。 
葉山庵のおいしい最上級フレンチビュッフェとお酒で、 
ステキな出会いを作ってください！ 
 
若手芸人の皆さんも、盛り上げてくれます♪ 
 
元関西ジャニーズの松本一平さんが、 
歌＆ダンスパフォーマンスをしてくれます！ 
 
皆さん、お楽しみに！ 
 
▼ 御案内パンフレットのPDFは、こちら！ ▼ 
http://www.tcconsulting.co.jp/wp-content/uploads/hayama.pdf 
 
▼ 詳細とお申し込みは、こちら！ ▼ 
http://www.tcconsulting.co.jp/archives/1144 
 
【冨田賢・出版記念パーティー ＠葉山庵Tokyo】 
☆発起人代表：山坂大輔（葉山庵Tokyoオーナー） 
 
☆日時：2012年 6月 27日（水）open18:30 start19:00～22:00 
☆場所：葉山庵Tokyo（青山）http://hayamaan.com/tokyo/ 
    東京都港区南青山 2-13-10 青山ラピュタアネックス 6F 
    銀座線「外苑前」並木口 4a出口徒歩 2分 
    電話：03-5785-1654 
☆会費：男性 1万円 女性 8000円 
   （本 1冊と 3000円分の葉山庵利用券がお土産で付きます！） 
 
☆料理：葉山庵料理コンセプトは【ナチュラルフランコジャポネ】 

http://www.tcconsulting.co.jp/wp-content/uploads/hayama.pdf
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http://hayamaan.com/tokyo/


地産地消で例えると日本人には和食が合います。和との仏の融合をヘルシーに実現！ 
日本人が食す究極のフレンチを目指すお店です。 
フランスで三ツ星を取った【ローベルガード】で修行を積んだ 
葉山庵Tokyoシェフ小島祐一郎による、 
豪華なフレンチビュッフェをご堪能ください。 
 
☆服装：おしゃれStyle 
 
☆申込：ティーシーコンサルティングのWebまたはFacebookからの申し込み。 
   冨田・山坂より特別招待制＆先着順となりますので、予めご了承下さい。 
 
☆定員：150名 
 
▼ 6/27の葉山庵でのPartyのお申し込みは、こちら！ ▼ 
http://www.tcconsulting.co.jp/app 
 
 
★ 最後まで読んでくださって、ありがとうございます！ ★ 
 
================================================== 
株式会社ティーシーコンサルティング 
http://www.tcconsulting.co.jp 
メルマガ事務局 info@tcconsulting.co.jp 
〒107-0062 東京都港区南青山 2-11-13 南青山ビル 7階 
「外苑前駅」から徒歩 3分。青山通り沿い、伊藤忠商事の斜め前！ 
電話： 03-4530-8537 
Fax：03-3470-8538 
◆社長ブログ『売上アップで会社の問題８割を解決する 
      コンサルティング会社社長の今日の視点』 
      http://ameblo.jp/tctomita/ 
◆冨田賢のTwitter @tctomita 
◆冨田賢のFacebook 
     http://www. facebook.com/tctomita 
◆新刊(5/22発売)『新規開拓営業の教科書』(総合法令出版) 
        http://www.tcconsulting.co.jp/book 
◆会社案内【動画】http://www.tcconsulting.co.jp/mv/profile/ 
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◆本の紹介【動画】http://www.tcconsulting.co.jp/mv/book/ 
================================================== 

http://www.tcconsulting.co.jp/mv/book/

