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Seminar “HORENSO”

Mungkin ada banyak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan tentang
komunikasi di dalam perusahaan, khususnya antara atasan orang Jepang dan staff
lokal. Memang perbedaan bahasa dan budaya menjadi salah satu penyebab. Akan
tetapi karena meng-kambing-hitam-kan perbedaan bahasa dan budaya sehingga kalau
tidak bisa memanfaatkan kemampuan karyawan masing-masing, hal itu amat sangat
disayangkan.
Saat ini, sedang
tersebar
teori
“HORENSO” di
seluruh
dunia.
“HORENSO”adalah singkatan dari “HOUKOKU (Pelaporan)”, “RENRAKU
(Meng-Informasikan)” dan “SOUDAN (Konsultasi)”, dan teori untuk melancarkan
komunikasi di dalam perusahaan.
Dengan mempelajari “HORENSO” ini, dapat disadari kembali bagaimana
pentingnya komunikasi di dalam perusahaan. Dan dengan seminar “HORENSO” di
PT. ISSI, sampai menyinggung “kenapa kita bekerja di dalam perusahaan” sampai
“kenapa kita hidup”, maka bisa membantu meningkatkan semangat kerja karyawan
masing-masing.
Selain itu, kami mengenalkan beberapa tool HORENSO secara nyata, maka dapat
digunakan untuk memperbaiki (KAIZEN) efisiensi pekerjaan di dalam kantor.
Kami PT. ISSI, selain menyelenggarakan “Seminar HORENSO”, menyediakan
pula “Seminar SHIN-HORENSO (Managemen melalui informasi)”.
Jika
dipergunakannya setelah selesai “Seminar HORENSO”, efisiensinya lebih dapat
ditingkatkan.
Isi Seminar
l Rahasia kemajuan perusahaan Jepang
l Kemampuan sebagai manager itu apa?
l Arti hidup
l Beberapa pikiran tentang “Informasi”
l Penjelasan mengenai “HOUKOKU”, “RENRAKU” dan “SOUDAN”
l “Claim adalah harta perusahaan”
l Studi Kasus
l Mengenalkan beberapa tool yang ada kaitan “HOUKOKU” dan “RENRAKU”
＊ Sebagai bahan, menyediakan “Kata Kunci Pabrik”.
Biaya training
In House Training
Seminar yang dilakukan di tempat klien (Jumlah pesertanya bebas)
1 hari seminar Rp.9.800.000,- + Bahan Rp.50.000,- / orang
In House Training di ISSI
In House Training yang menggunakan ruang seminar ISSI
(Max. 24 orang termasuk makan siang dan coffe break)
1 hari seminar Rp.9.800.000,- + Bahan Rp.50.000,- / orang
Training Reguler
Seminar yang dilakukan di ruang seminar ISSI (Termasuk makan siang dan snack)
Biasa diselenggarakan setiap bulan, jumlah peserta 24 orang.
1 hari per orang
Rp.1.280.000,- + Bahan Rp.50.000,-

※ *Tidak termasuk PPh 23
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報連相セミナーのご案内

社内のコミュニケーション、特に日本人の上司と現地社員とのコミュニケーションのこ
とで悩んでいる会社が多いと思います。確かに言葉の問題、そして文化の違いなどもその
原因にあると思います。しかし、言葉や文化の違いのせいにばかりすることで社員一人ひ
とりの能力を発揮することができないとしたら、それはとてももったいないことです。
最近、世界中で「報連相」という考え方が広まってきています。これは「報告」「連絡」
「相談」を略したもので、特に社内においていかにコミュニケーションをスムーズに行う
ようにするかという考え方です。
この「報連相」を学ぶことにより、社内におけるコミュニケーションの重要性を再確認
することができます。また、PT. ISSI の「報連相」セミナーでは「会社で仕事をすること
の意味」から、
「生きることの意味」といったことまで触れ、社員一人ひとりの仕事に対す
る意気込みを変えるお手伝いをしています。
更には具体的な報連相のツールも簡単にご紹介していますので、社内における作業効率
の改善にもお役に立つと思います。
PT. ISSI では「報連相セミナー」と共に「真・報連相セミナー（情報によるマネージメ
ント）
」も行っております。
「報連相セミナー」終了後に合わせてご利用いただければより
一層の効果が上がることと思います。
セミナーの主な内容
l 日本企業発展の秘密
l 管理者の能力とは何か
l 生きる意味
l 「情報」に関するいくつかの考え方
l 「報告」
「連絡」
「相談」の説明
l 「お客様の苦情は会社の宝」
l ケーススタディ
l 「報告」
「連絡」に関するいくつかのツールの紹介

* 教材として「工場運営のキーワード」をご用意いたします。
受講料
インハウス・トレーニング
お客様の工場・事務所に出向いてのセミナー（参加者数は自由）
一日セミナー
Rp.9.800.000,- ＋ 教材 Rp.50.000,- / 人
インハウス・トレーニング・イン・ISSI
ISSI のセミナールームを利用したインハウス・トレーニング（定員 24 名）
一日セミナー
Rp.9.800.000,- ＋ 教材 Rp.50.000,- / 人
※食事、スナック込み
レギュラートレーニング
ISSI のセミナールームで行われるセミナー（食事、スナック込み）
通常月一回開催、定員 24 名
一日、一人
Rp.1.280.000,- ＋ 教材 Rp.50.000,-

上記料金は全て税別です

