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For your Japanese Solution, One Stop Service

職業訓練所 カルヤ スジャトラ ブルサマ

日本に関する全てのソリューション、ワンストップサービス

本社 : Jl. Ciater Raya No. 9A, Ciater, Serpong
Tanggerang selatan, Banten 15310
Telp. +6221-75870447 Fax :+6221-7561125

メール : lpkksb2019@gmail.com,ホームページ : https://www.lpk-ksb.com

PUSAT PELATIHAN BAHASA DAN BUDAYA
JEPANG

バリ島



VISI

理念

インドネシア共和国の社会の発展に貢献。

先進国、⽇本で様々な技能や知識を取得し

インドネシアのより良い未来に貢献できるよう⽇々奮闘しています。
Berkontribusi pada pengembangan masyarakat di Republik
Indonesia.
Memperoleh berbagai keterampilan dan pengetahuan di negara
maju dan Jepang
berkontribusi demi masa depan yang lebih baik di Indonesia.

使命

MISI

インドネシアの若い世代に、訓練を通じて⾃⽴できるよう、

また⽇本への理解を深める機会を与える。
Memberi kesempatan kepada generasi muda Indonesia untuk
menjadi mandiri melalui pelatihan dan menambah wawasan di
Jepang.

( PROFIL LEMBAGA )

職業訓練所名 : カルヤ スジャトラ ブルサマ

英名 : KARYA SEJAHTERA BERSAMA

所在地 : INDONESIA

本社 : Jl. Ciater Raya No. 9A, Ciater, Serpong

Tanggerang selatan, Banten 15310

郵便番号 : 15310

電話番号 : +6221-75870447

メール : lpkksb2019@gmail.com

ホームページ : www.lpk-ksb.com

労働省許可番号 :

事業内容 :日本語学校、送出機関、特定技能、留学生

介護福祉士、エンジニア
(Kursus Bahasa Jepang, Visa Keterampilan Khusus,
Lembaga Pengirim Pemagangan Ke Jepang,
Kuliah di Jepang, Care Worker, Engineering)

会社概要



職業訓練所 カルヤ スジャトラ ブルサマ について

( Tentang LPK Karya Sejahtera Bersama )

総合的な人材サービスを展開しております。日本はインドネシアにとって主要な経済援助国であります。

そのような経緯もあり、インドネシアの国民は日本に対して尊敬とあこがれを抱いており、日本の技能を学び、

帰国後、それらを活かして活躍したいと思う若い人達が沢山います。

我々は、日本語学校と送り出し機関を一括して運営することで、生徒一人一人の学力から性格まで、

細かな情報を把握し、実習現場で自信をもって働ける実習生の育成を行っております。
Kami adalah Lembaga Pelatihan yang berfokus kepada mengembangkan sumber daya manusia yang komprehensif. Jepang
merupakan Negara mitra ekonomi utama bagi Indonesia. Untuk alasan ini, orang Indonesia memiliki rasa hormat dan
kerinduan terhadap Jepang, dan ada banyak siswa muda yang ingin belajar keterampilan Jepang dan menggunakannya
setelah kembali ke Indonesia. Kami menjalankan sekolah bahasa Jepang dan lembaga pengirim sekaligus untuk memperoleh
informasi terperinci dari kemampuan setiap siswa untuk masa depan mereka, dan melatih peserta magang yang dapat
bekerja dengan percaya diri di lapangan.

日本とインドネシア共和国の発展に貢献すべく、最大限の努力をして参りますので、

今後ともご支援頂きますようお願い申し上げます。
Kami akan melakukan segala upaya untuk berkontribusi pada pengembangan Jepang dan Republik Indonesia. Terima kasih
atas dukungan Anda yang berkelanjutan.

Ketua Pusat Pelatihan Kejuruan Karya Sejatera Bersama

職業訓練所 カルヤ スジャトラ ブルサマ 所⻑



職業訓練所設備

教室

Kegiatan Pelatihan

外観 事務所



会社の面接テスト
( Tes wawancara perusahaan )



教育と訓練

(Pendidikan dan Pelatihan)

教育 ( Pendidikan)

日本人ネイティブ教師による会話指導と、経験豊富なインドネシア人教師による文法・単語指導を融合し、

効果的な指導を行います。短期から長期まで、目的・希望に応じたカリキュラムを設定します。

Kami menyelenggarakan pendidikan yang efektif dengan kombinasi pengajaran percakapan bahasa Jepang oleh instruktur
native speaker, pengajaran tata bahasa dan kosakata oleh intruktur lokal yang sangat berpengalaman. Kami bisa mendesain
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anda mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang.

実習生の教育スケジュール例 ( Contoh Rencana Pelatihan )

160 h (1ヶ月) 生活必需の日本語。買い物が出来る。道が聞ける。病状が言える。

基本的な日本語をある程度理解する事が出来る。

bahasa Jepang yang wajib dikuasai untuk kehidupan sehari – hari. Bisa belanja. Bertanya jalan. mengutarakan gejala

penyakit. Dan mampu memahami bahasa jepang dasar tertentu.

320 h (2ヶ月) みんなのにほんご第 1課から第 25課まで（N5レベル）。

Mempelajari Buku panduan bahasa jepang minna no nihongo Bab 1 – 25 (level N5)

480 h (3ヶ月) みんなのにほんご第 26課から第 50課まで（N4レベル）。

Mempelajari Buku panduan bahasa jepang minna no nihongo Bab 26 – 50 (level N4)



日本語能力試験 認定の目安 ( Pedoman sertifikasi JLPT )

o N1:幅広い場面で使われる日本語を理解することができる

Dapat memahami bahasa Jepang bahasa Jepang yang digunakan dalam berbagai macam situasi.

o N2:日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程理解するこ
とができる

Lumayan dapat memahami bahasa Jepang yang digunakan dalam berbagai macam situasi selain dari situasi kehidupan sehari – hari.

o N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

Dapat memahami bahasa Jepang yang digunakan dalam situasi kehidupan sehari – hari.

o N4:基本的な日本語を理解することができる

Bisa memahami bahasa Jepang Dasar.

o N5:基本的な日本語をある程度理解することができる

Lumayan bisa memahami bahasa Jepang dasar.



実習生の１日スケジュール（例）

( Jadwal Harian Peserta Magang )

時間 内容 イメージ写真

06:30 – 07:00 登校準備

07:00 – 07:45 朝食

07:45 – 07:55 教室に到着

08:00 – 10:00 午前の授業１

10:00 – 10:15 15分休憩

10:15 – 12:15 午前の授業 2

12:15 – 13:15 昼休み

13:15 – 15:15 午後の授業

15:15 – 15:30 15分休憩

15:30 – 16:30 規律訓練、体力作り

16:30 – 19:30 休憩

19:30 – 22:00 勉強会 (予習、宿題)

22:00 – 06:00 就寝



技能実習生制度とは

Apa itu Pemagangan ?

経済発展の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させたいという、

開発途上国のニーズに応えるための制度であり、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、

産業上の技能・技術・知識を修得してもらうというのが「外国人技能実習制度」という仕組みです。

開発途上国の技能実習生に、技能等を移転し、彼らが帰国した際に、その技能等を自国の発展に役立てもらうことが

主な目的で、日本の誇る技術力をもって国際社会に貢献する重要な機会となっています。

この制度は、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。

Sistem pemagangan orang asing adalah sebuah sistem untuk menjawab kebutuhan negara –negara berkembang yang
berkeinginan untuk memperoleh teknis, teknologi dan ilmu pengetahuan negara maju untuk mengembangkan SDM yang
dapat menjadi penopang kemajuan ekonomi, dengan cara menerima para pemuda asing ke Jepang untuk mendapatkan
pelatihan teknik, teknologi dan ilmu pengetahuan dalam perindustrian. Sistem ini membuka kesempatan penting bagi
Jepang untuk berkontribusi kepada masyarakat internasional melalui kekuatan teknologi kebanggaan Jepang melalui
transfer teknik dan yang lainnya kepada para pemagang sehingga ketia mereka kembali ke negaranya mereka dapat
memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari untuk memajukan negaranya masing – masing.
Terkait dengan konten dari sistem ini dalam kaitannya dengan hubungan perekrutannya, para pemagang akan fokus kepada
pemerolehan dan pematangan teknik dan yang lainnya dalam industri manufaktur Jepang.



カルヤ スジャトラ ブルサマ 地図 ( Peta KSB )

スイスベルホテル

4★

マクドナルド

チアテル

LPKカルヤ スジャトラ ブルサマ

（ 所在地 ）

BSD市場

スルポン高速道路出口ブンダダリマ病院

スルポン警察署

スカイビュー

アパート

エカ病院 BSD

アルファミディスーパー

ジャティレストラン

カルヤ スジャトラ ブルサマ 正面の写真



説明：

- Soekarno Hatta空港から車で約 40分
- スルポン (serpong)の高速道路の出口からカルヤスジャトラブルサマまで車で約 5分。
- カルヤ スジャトラ ブルサマから 4つ星ホテル (スイスベル)まで車で約 4分。
- スルポン (serpong)高速道路の出口を降り、スルポン警察署に向かって、
約 500 m進み、左に曲がって下さい。

- 曲がってから、上記の地図に従って、Jl. Ciater rara (ジャラン チアテル ラヤ )にある
カルヤ スジャトラ ブルサマを目指し下さい。

- 向かい側にはマクドナルド (McD)があります。
- 横側には Rodeo Car Washと Panti Asuhan Cikal Mandiriがあります。

PENJELASAN :

- Sekitar 40 menit dari Bandara Soekarno Hatta.
- Dari Pintu Tol Serpong sampai LPK Karya Sejahtera Bersama sekitar 5 menit.
- Dari LPK Karya Sejahtera Bersama sampai Hotel Swiss Bell sekitar 4 menit.
- Keluar Pintu Tol Serpong, menuju arah Polsek Serpong, kurang lebih 500 m,

kemudian Belok ke kiri.
- Setelah belok kiri, menuju ke arah LPK Karya Sejahtera Bersama yang berada di JL Ciater Raya.
- Lokasi LPK Karya sejahtera Bersama berada di seberang Mc Donald Ciater.
- Dan berada di samping Rodeo Car Wash dan Panti Asuhan Cikal Mandiri.

Soekarno Hatta空港からカルヤ スジャトラ
ブルサマまでの地図



タンゲランについて

( Tentang Tangerang )

南タンゲラン市（Tangsel:略）は、インドネシアのバンテン州、タタールパスンダンにある都市です。
この都市は、首都ジャカルタの西 30 km、バンテン州の州都であるセランの南東 90 kmに位置しています。
南タンゲラン市は、北にタンゲラン市、南にボゴールリージェンシー（西ジャワ州）、西にタンゲラン

リージェンシー、東に首都ジャカルタに隣接しています。

人口は、バンテン州でタンゲラン市に次いで 2番目に大きい都市であり、ジャカルタ、ブカシ、タンゲラン、
デポックに次いで、ジャボデタベック地域で 5番目に大きい都市です。

Kota Tangerang Selatan (disingkat Tangsel) adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi
Banten, Indonesia. Kota ini terletak 30 km sebelah barat Jakarta dan 90 km sebelah tenggara Serang, ibu
kota Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Kota Tangerang di sebelah
utara, Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) di sebelah selatan, Kabupaten Tangerang di sebelah barat,
serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta di sebelah timur. Dari segi jumlah penduduk, Tangerang Selatan
merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang serta terbesar kelima di
kawasan Jabodetabek setelah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok.

Folllow me LPK Karya Sejahtera Bersama

FACEBOOK INSTAGRAM


