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Seminar “SHIN-HORENSO” 
 

Dalam pengurusan / mengawasi suatu perusahaan / organisasi, bagaimanapun yang paling 
penting adalah manusia.  Bagaimana bisa membimbing dan menggunakan manusia, sangat 
mempengaruhi hasil usaha.  Mungkin anda sendiri setiap hari mengalami masalah hubungan 
manusia atau masalah komunikasi.  “HORENSO” adalah singkatan dari “HOUKOKU (Pelaporan)”, 
“RENRAKU (Menginformasikan)” dan “SOUDAN (Konsultasi)”.  Baru-baru ini HORENSO makin 
terkenal sebagai metode untuk mengefisiensikan komunikasi di dalam organisasi. 

 
HORENSO selama ini, ber-konsentrasi ke teknik komunikasi saja.  Akan tetapi dalam seminar 

SHIN-HORENSO, tidak begitu mempermasalahkan teknik komunikasi tersebut. 
 
Di Jepang, ada kata-kata “SHIN-GI-TAI”.  “SHIN” artinya batin, “GI” artinya teknik, dan “TAI” 

artinya badan atau tubuh.  Seorang ahli seperti ahli olahraga dan lain-lain, pasti unggul dalam hal 
“SHIN-GI-TAI” ke tiga-tiganya.   Atau ke tiga-tiganya sudah menyatu.  Dalam seminar 
SHIN-HORENSO akan mempelajari pikiran-pikiran dasar “SHIN-GI-TAI” dari HORENSO.  Supaya 
dapat dibedakan dari HORENSO yang selama ini, seminar ini dinamakan “SHIN-HORENSO”. 

 
Anda yang telah mengikuti seminar SHIN-HORENSO, pasti berkesan bahwa “Waduh namanya 

HORENSO itu, artinya dalam sekali ya”, atau “Dengan managemen informasi saja, bisa 
meningkatkan kemampuan dan motivasi orang sampai begitu besar ya”. 

 
    Seminar SHIN-HORENSO ini, ditangani oleh anggota Pusat HORENSO Jepang. 
 
Garis besar seminar SHIN-HORENSO 
 
Managemen dengan Informasi 
    HORENSO-Asli punya nama lain ialah “Managemen dengan Informasi”.  “Managemen dengan 
Informasi” itu seperti apa?, kami akan menjelaskan dengan memakai studi kasus. 
 
3 macam sudut pandang 
    Apabila melihat “Cara” berdasarkan 3 macam sudut pandang, yaitu “lawan komunikasi”, “tujuan” 
dan “diri-sendiri”.  Mari mendalami cara melihat yang berdasarkan 3 macam sudut pandang ini. 
 
3 macam tingkat kedalaman 
    Dalam pemilikan informasi bersama, ada 3 macam tingkat kedalaman.  Mari mempelajari 
seperti “apa 3 macam tingkat kedalaman itu?”, “untuk mendalami kedalaman tersebut, caranya 
bagaimana?” dsb. 
 
Tabel level 5 tingkat 
    Dalam HORENSO-Asli, ada tabel level 5 tingkat.  Dengan memahami dan menggunakan tabel 
level ini, dapat merubah suasana komunikasi di dalam perusahaan. 
 
 
Biaya training 
 
In House Training 
  Seminar yang dilakukan di tempat klien (Jumlah pesertanya bebas) 
  1 hari seminar Rp.9.800.000- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 
 
In House Training in 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- (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 
 
Training Reguler  (2 hari seminar dengan gabung seminar Horenso) 
  Seminar yang dilakukan di ruang seminar ISSI (Termasuk makan siang dan snack) 
  Biasa diselenggarakan setiap tiga bulan sekali, jumlah peserta 24 orang. 
  1 orang 2 hari Rp. 2.380.000- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) 

* Tidak termasuk PPh 23 
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真・報連相セミナーのご案内	

	

	 会社、組織を運営、管理していく上において、何よりも重要なのは人の問題です。人をいかに

育て活用するかによって事業の成績は大きく左右します。人の問題、コミュニケーションの問題

は毎日の仕事の中で常に直面している問題だと思います。「報連相」とは「報告」「連絡」「相談」

の頭文字をとったもので、組織のコミュニケーションを能率的に行うツールとして最近よく活用

されています。	

これまでの「報連相」では、どちらかというとコミュニケーションの技術の方に偏りがちで

した。しかし、「真・報連相」ではそのような表面的な「やり方（技術）」にはあまり触れません。	

「心技体」という言葉があります。スポーツでも何でも一芸に秀でた人は、技だけではなく、

心と、技と、体の三位一体が優れています。「真・報連相セミナー」では報連相の「心技体」で

ある「基本的な考え方」を一緒に勉強します。心技体の報連相を、今までの報連相と区別するた

めに「真・報連相」としています。	

真・報連相のセミナーに参加された方は、「報連相とは、このように奥の深いものだったのか」

「情報をマネージメントすることで、人の能力ややる気をそんなに高めることができるのか」と

いう感想を抱かれることでしょう。	

なお、この「真・報連相セミナー」は日本報連相センターの会員によって広められています。	

	

真・報連相セミナーの主な内容	

情報によるマネージメント	

	 「真・報連相」は「情報によるマネージメント」が合言葉。「情報によるマネージメント」と

は具体的にどういうことなのか、ケース・スタディを交えてわかりやすく説明します。	

	

３つの視点	

	 「相手」、「目的」、「自己」という３つの視点で「手段」を見ると、ものごとが深く見えます。

この３つの視点を使ったものの見方を一緒に勉強しましょう。	

	

３つの深度	

	 情報の共有化には、３段階の深度があります。３段階の深度とは何か？深度を深めるには？と

いったことを勉強していきます。	

	

５段階のレベル表	

	 報連相には５段階のレベル表があります。このレベル表の内容を理解、活用することで日々の

会社内でのコミュニケーションが大きく変わります。	

	

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-(九百八十万ルピア)	

	

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-(九百八十万ルピア)	 	※食事、スナック込み	

	

レギュラートレーニング	 （報連相と合わせた２日セミナー）	

	 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）	

		通常隔月開催、定員 24名	

	 二日、一人	 	 Rp.	2.380.000-（二百三十八万ルピア）	

※	 上記料金は税別です 


