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労働条件通知書

事業場名称・ 所在地 �アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所 
〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �株式会社ロンコ・ジャパン京都南支店i審 京都南支店 
所在地 �〒617－0833　京都府長岡京市神足典薬1－7 

業務　内容 �台車引き及び商品仕分け作業 

労働契約期間 �2017年10月31日～2017年＿10月31日 

更新の有無 �無し �更新の条件「 

就　業　日 �火曜日 i 〈 ！ 

休　　　日 �i労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �i法定通り付与する 

基本 i �23：00－32：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 

1　　　　　　　　　－ 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：0（ 

i 賃　金 �基本：　　1，000円／時 �l撃業 

「 �l 

蒔両車種　「　15分単位 

賃金支払条件等 �縞目：末日　支払日：翌月10日 

その他賃金控除 � 

i昇給，賞与，退職 手当の有無 �昇給：無し l 

【 

保険加入状況 �i鍵康保険：未加入　　厚！ 

退職に関する事項 �古精神または身体の故障により 
事する業務に適さないと認めら 
4．業務命令違反その他本契約の 
務上の都合により、人員整理を 

2017年10月30日

1年間で360時間迄

支払方法 銀行振込

賞与：無し

未加入　　　雇用保険：加入済
「‾「宿事す る業務に耐え

退職手当：　無し

加入済

られないと認められるとき2．勤務成績不良で∴碇
れるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
必要とするとき

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書 2017年10月31日

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

使用者職氏名

就業先名称・
所在地

業務　内容

労働契約期間
更新の有無

就　業　日

アールシースタッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル40 1－A � 

TEL： �075－958－3339 

TEL

代表取締役　大谷　彰宏

株式会社ロンコ・ジャパン京都南支店

京都南支店

〒617－0833　京都府長岡京市神足典薬1－7

商品のピッキング、倉庫内廃棄商品の仕分け作業

075－954－4833

2017年11月01日～2017年－11月01日

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

｝　休　　　暇 �法定通り付与する 

基本　　阜3：00－32：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 

就業　時　間 �i i i 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

休日　勤務1ケ月に4日迄‾‾‾示‾：00－24：00 

草杢二、．＿＿．（＿＿＿」，000円／時廃業：l・250円／時 i i ：吉∴ト∴　∴ 」車位‥15分南一一1－一一一一、－－－ ） ��深夜‥　　1，250円／時「深夜残‥　　　1，500円／鳴 
i 

ほ金支払条件等帝盲‥末日支払日：翌月10日支払方法‥銀行振込 　（ iその他賃金控勘 　i �� 

（昇給・賞与，退職 i手当の有無 �昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し �退職手当：　無し 

保険加入状況 健康保険：未加入 厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済

阜精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき2．勤務成績不良で、従
…事する業務に適さないと認められるとき3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき

退職に関する事項擬藷籠鷺諜謹監護婁持薬事実が認められるとき5・事業縮小その他のやむを得ない業

備　　　考

Lm－－　i
上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書

岡京トーセビル401－A
事業場名称・ 所在地 �アールシースタッフ株式会社京都西営業所 

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長 

i使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 
l i就業先名称・ �株式会社ロンコ・ジャパン京都南支店　iシ 

京都南支店 

所在地 �〒617－0833　京都府長岡京市神足典薬1－7 

業務　内容 �庸品のピッキング、倉庫内廃棄商高の仕分け作業 i i 

労働契約期間 �2017年11月02日～2017年11月02日 無しi更新の条件＿i 

更新の有無 

就　業　日 �甲曜日 i 〉 L i i i i 

休　　　日 �‡労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇　怯定通り付与する 

就業　時　間 �一基本123＿里～32＿：00（実働基本‥8時間0分 …　一一一一一十 

」 

時間外勤務 �日日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時犀 

休　日　勤務 �1 11ケ月に4日迄　00：00－24：00 

「‾ i �i基本：1，000円／申蚕業：1，250草堂l i　　＿＿＿i　i 

賃　　　金

巾寺間単位：

＿＿－＿＿～－＿m－＿」＿＿＿　－＿

金支払条件等 �l縞目：末日　支払日 

の他賃金控除 � 

給，賞与，退職 当の有無 �昇給：無し ！ 

2017年11月01日

TEL：　075－958－3339

m＿＿＿〉＿　」

TEL：上里聖二4833＿＿＿＿」

」
1

－‾‾‾1

‾晴～‾‾　「

退職手当：　無し

保険加入状況l　健康保険：未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済
1．精神または身体の故障に ま

加入済

り、従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、 「葎

退職に関する事項i競警藷響畿鴇等認諾悲話撥擬謹詣

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書

日　　　ヤールシ⊥スタッフ株式会社京都西営業所 
事業場名称・ 所在地 �匡617‾0823　京都府長岡京市長岡1丁目1‾2長 

使用者職氏名 L－i �代表取締役　大谷　彰宏 
i i L i i就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都轟業所 

関西PC 

所在地 �〒617－0836　京都府長岡京市勝竜寺飛尾1－1 

l L業務内容 �物流杏庫でのメーカーごとのサンテナテ‾テ＝下高ラ 

－ 

労働契約期間 �2017年11月03日～2017年11月03日 

「／／i‾（更新の有無 �無し　　i更新ゐ案件1－ 

工業日 �金曜日 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通り‾i付与する 

就業　時　間 �巷亘‾‾‾22：00－31：00（実働基本：8時間0分 i 
∴∴ 

長岡京トーセビル401－A

）（休憩：1時間）

時間外勤務11日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

セ所音「テ月に4日迄　00：00－24：00

900円／時 �残業：　　1，125 

－ � 

その他賃金控甲
＿〉＿＿－＿＿＿m＿＿－＿＿⊥＿

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

保険加入状況

昇給：無し

退職に関する事項

賞与．無し

2017年11月02日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－957－9201

＿　　　　　」

リ生田／卑深夜壁

退職手当：　無し

未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
1．精神または身体の故障に より、従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従
事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

備　　　考

上記内容にて、労働条件を通知します。

ー
「



労働条件通知書

山田　哲也　殿

【ァールシースタッフ株式会社京都西営業所
業場名称・
所在地

用者職氏名

：業先名称

業務　内容

労働契約期間
更新の有無

就業時　間

時間外勤務

休　日　勤務

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

代表取締役 大谷　彰宏

ロンコ・ジャパン 京都南支店

〒617－0833　京都府長岡京市神足典薬1－7

12017年11月06日～2017年11月06日

労働契約期間のうち就業日以外

法定通り付与する

T23：00－32‾‥00（雫働基本：8時間0分）（休憩‥1時哩

1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

1ケ月に4日迄　00：00－24：00

賃　金亡

金支払条件等

他賃金控除

賞与，退職
の　有無

保険加入状況

退職に関する事項

備　　　考

三軍三二三竿i

時間単位：　15分単位

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

昇給：無し　　　　　　　　　　賞与

鍵康保険

2017年11月05日

TEL：　075－958－333

TEL：　075－954－4833

退職手当：　無し

未加入　　厚生年金：未加入　　雇用保険：加入済　　労災保険‥　加入済
1．精神または身体の故障に より、従事する業務に耐えられないと認められるとき2．勤務成績不良で、
事する業務に適さないと認められるとき3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

上記内容にて、労働条件を通知します。

」

－
1
－
i
i
i
F
－

休一



労働条件通知書

匡場名称・‾「詰寄禁書語2長岡京上帝レ4。l＿A
所在地　i

所在地

」

表取締役　大谷　彰宏

式会社ロンコ・ジャパン京都南支店

都南支店

617‾0833　京都府長岡京市神足典薬1－7

業盲訂言†商離す誘「爾丙醸高藤両頭
i

垂垂垂車両「示春盲高市‾二元古事記両市「

F亘瞳垂二二寓‾‾‾
1－－－下町一一⊥塾生二「‾‾

就　業　日　「

－一高－－⊥一一－一一

＿＿＿＿＿＿旦」塑旦里三言高菜百妨［

」坦－暇　悔定通り付与する

就

2017年11月06日

T

型二些些些LTi
‾一一一一十

」と」度聖堂些一十

li　基本「23‥Oq二三垂可美詞‾高手萌南扇「森高両前

業時間「一一

「‾

時間外勤務

休　日　勤

仁一

賃　　金　」一一

上

で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

月に4日迄　00：00－24：00

些早年垂二二‾垂十一一±二三空耳／古丁藻衰

間単位：　15分単位

‾「

‾‾‾‾－－”‾～‾「‾‾

」

金宝些室生等」壁旦末日　支払日：翌月10日支払方法：銀行振込

その他賃金控除

「享菩悪丁高音「下記　　　賞与‥無し
「遍董］露語藷崇
「‾

退職に関する事項

厚生年金：未加入
精神または身体の故障により、

］型卑亘垂
－－＿－⊥＿

1　　　　　　　－－

一＝＝＝＝∴∴∴‖∴

1

－＿＿－　　　⊥

一一＿＿＿＿」

雇用保険‥加入済　労災保険：高大「一一十
言古斉丁、｝三致淋し五ズレ主．執政前垂言古二一一元一」る業務に耐えられ春7、と認められるとき2．勤務成績不良で、従’　‾‾●‾”／一●‾i…’‾　‾‾ノ∴‘’）の“　L P生」、レ／’ノ句∴レ′QノC－　⊂　乙・茸44万月是横／i＼上之∴し、1人ヒ

事する業務に適さないと認められるとき3・欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4・業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5・事業縮小その他0）やむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

‾‾‾‾‾‾「

」－－－－－＿⊥－

上記内容にて、労働条件を通知します。 」

～

l

「

ト

「

－」憎「

「

「

「

i

「

－



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

使用者職氏名

アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

大谷　彰宏

就業先名称・ �l佐川グローバルロジステイク 横大路営業所　4F　複合現場 

所在地 �〒612－8255　京都府京都市伏 

業務　内容 �倉庫内でのピッキング作業 

労働契約期間 �2017年11月10日～2017年11月 

更新の有無 �無し �更新の条件 
益曜日 

ス株式会社横大路営業所

見区横大路六反畑9－7

i � 

「‾7末　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通り’付与する 

就業　時　間 �基本 �10：00－19：00（実1 

7時間45分）

時間外勤務　は日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

日　勤務

賃　　　金

その他賃金控除

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

保険加入状況

十ケ月に4日迄　00

縞目：末日

昇給：無し

健康保険

00－24：00

900円／時i残業

（休憩：1時間15分）

（派遣先・請負元シフトによる）

1，125円／蒔く深夜

翌月10日　支払方法

－工＿－

＿＿　i　∴

：銀行振込

賞与：無し

TEL

2017年11月09日

075－958－3339

TEL：　075－605－6151

－＿～＿＿」

一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

而〉矧深夜蛋「－
∴∴∴　ほ／∴∴∴∴‾一∴

二二　　［　　二

退職手当：　無し

未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
1．滴神または身体の故障により、従事する業務に耐えられない と認められるとき2．勤務成績不良で

退職に関する事項i讃警器響畿窪紫紫藷震誓書紫擬製絵吉

【　」

備　　　考

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書

アールシニスタッ

山田　哲也　殿

フ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

使用者職氏名 �代表取締役　大谷 

就業先名称・ �アールシーロジス NDC 

所在地 �i〒618－0071京都 

業務　内容

労働契約期間
更新の有無

就　業　日

テイクス株式会社京都事業所

府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

日用雑貨のシュート作業及び仕分け

2017年11月11日～2017年11月11日

更新の条件

ち就業日以外

2017年11月10日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

休　　　暇　圭法定通り付与する

基本　iO8：00－17：00（実働基本：8時間0分）

15分単位

賃　　　金

賃金支払条件等

その他賃金控除

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

縞目：末日　支払日：翌月10日

昇給：無し

健康保険：未加入

銀行振込

賞与：無し

（休憩：1時間）

1，125円／時 深夜残：　　　1，350

退職手当：　無し

厚生年金：未加入　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐え られないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従

と認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき

退職に関する事項擬懇諜鷺謀議畿謹祷禁書実が認められるとき5・事業縮小その他のやむを得ない業

「‾‾　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「

備　　　考

臆
上記内容にて、労働条件を通知します。

1



労働条件通知書 2017年11月12日

事業場名称・ 所在地 �アールシ⊥スタッフ株式会社京都西営業所 
〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A 

TEL：　075－958－333 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 NDC 

所在地 �〒618－0071／ �京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

TEL：　075－952－375 

業務　内容 �倉庫丙にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け搬送作業 

労働契約期間 �2017年11月13日～2017年11月13日 

更新の有無 �無し �更新の条件iトー 

就業日 」一一一一一一一 �月曜日 

」埜＿　日 �労働契約期間 �）うち就業日以外 
！休　　　暇 �法定通り付与する 

1 1 日就業時間 i i時間外勤務 �基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 

1日で15時間迄 �、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 
l休日勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

金 �基本：　　　　900円／時 �残業：　　1，125F 

蒔商事冨「‾‾‾‾‾‾‾i盲秀単位 � 

賃金支払条件等」縞目
「　‾／‾－－iii‾“∴－i‾晴～（

iその他賃金控除

深夜：　　1，125

末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

昇給，賞与，退職l昇給：無し　　　　　　　　　賞与：無し
の　有無 �i 

］入状況 �健康保険：未加入　　　厚生年金： 

冒する事項 �1．精神または身体の故障により、従事す 
事する業務に適さないと認められるとき 
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反 
務上の都合により、人員整理を必要とす 

i 

i備 �l i 考i 

」＿

上記内容にて、労働条件を通知します。

退職手当：　無し

未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険
られないと認められるとき　2．勤務成績不良で、

3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
るとき



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

ールシ」スタッフ株式会社京都西営業所

617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

2017年11月13日

TEL：　075－958－3339

使用者職氏名 大谷　彰宏

就業先名称・ �lァールシーロジスティクス株式会社京都事業 NDC 
所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小二 

業務　内容 �倉庫内にて日用薙貸方フェート作業及び仕分－ 

労働契約期間 �2017年11月14日～2017年11月14日 

更新の有無 �無し　　i更新の条LLニー＼ 

就　業　日 �i火曜日 i 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

L　休　　暇 �法定通り付与する 

1　基本 �08：00－17：00（実働 

時　間 �i � 

ト勤務 �1日で15時間迄 �、1カ月で45時間迄、 

勤務 �1ケ月に4日迄 �00：00－24：00 

基本： �900円／由残業： 

賃　　　金

時間単位

基本：8時間0分）（休憩：1時間）

1年間で360時間迄

1，125円／時怪夜

＿　1－

賃金支払条件等廟日：末日　支払日：翌月10日支払方法：銀行振込

その他賃金控除 � 

昇給，賞与，退職 �昇給：無し 
！手当の有無 

保険加入状況 �健康保険：未力 

退職に関する事項

賞与：無し

厚生年金：未加入
1．精神または身体の故障にます「徒事する業務に耐え

1，125円／時
；竜　　　一一一一へ一

l　＿

退職手当：　無し

雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
と認められるとき　2．勤務成績不良で、従

事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

」
上記内容にて、労働条件を通知します。

（

「

i

（

l



労働条件通知書 2017年11月14日

i労働契約期間 �2017年11月15日～2017年11月15日 

i更新の有無 �無し �更新の条件iサー 

就　業　日 �水曜日 � 

休　　　日 �労働契約期間 �うち就業日以外 

休　　里 �）法定通り付与する 

就業　時　間 �基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 
i � 

i � 

務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

金 �基本：　　　　900円／時 �残業：　　1，125円／時 �深夜‾「‾‾‾ 

i i i � 

i � � 

i時間単位：　15分単位

賃金支払条件等 縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

その他賃金控除

昇給，賞与，退職 手当の有無 �昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し　　　　　　　　　　　退職手‥ 

保険加入状況 �健康保険：未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　； 

一退職に関する事項 �1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められる下寺 

事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務？ 
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小」 
務上の都合により、人員整理を必要とするとき 

備考 i i i �i i i i i 

上記内容にて、労働条件を通知します。

労災保険 加入済
2．勤務成績不良で、従

を十分に遂行 しないとき
の他のやむを得ない業



労働条件通知書 2017年11月15日

TEL：　075－958－3339

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

大谷　彰宏

アールシーロジスティクス株式会社京都事業所

就業先名称・甲DC i　所在地 �；〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

TEL：　075－952 

業務　内　容 �；倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業 i i L 

労働契約期間 �2017年11月16日～2017年11月16日 

更新の有無 �無し　　1更新の条件i∴幸一 

就業日 l i （ i休　日 �木曜日 労働契約期間のうち就業 ��目以外 

休　　　暇 �法定通り付与する 

－ �！　基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 
i i � 

′ヽ 　i 　　r‾‾‾‾‾‾‾ �� 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

賃　　　金 �基本：　　　　900円／時 ��し残業：　1，125円／時 �深夜‥　1，12荘園 �深夜残： 

l＿ 

i i 

時間単位：　15分単位 

賃金支払条件等 �縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込 

iその他賃金控除 � 

；昇給，賞与，退職 l手当の有無 �昇給：無し　　　　　　　　　　　賞与：無し 

保険加入状況 退職に関する事項 �鍵康保険：未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入 
1．精神または身雇‾の故障により、従事する業務に耐えられないと認めi 
事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事 
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5． 
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

備　　　考 � 

上記内容にて、労働条件を通知します。

退職手当：　無し

労災保険：加入済
とき　2．勤務成績不良で、従

する業務を十分に遂行しないとき
事業縮小その他のやむを得ない業

i



労働条件通知書

事業場名称・ 所在地 �アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所 
〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 NDC 

所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・ 

労働契約期間 �2017年11月17日～2017年＿11月17日 

更新の有無 �無し �更新の条イ牛i一 

就　業　日 �金曜日 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通り付与する 

就業　時　間 �基本‾T �08：00－17：00（実働基本：8時間0 

時間外勤務 �上目で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360昧 

休日覇「務コ �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

賃　　　金 �塞云‥　　　900円／時i残業：　1，125胡 

i i 

i　　　　　　　i 

時間単位：　15分単位

縞目：末日

その他賃金控除

手　当　の　有無；

保険加入状況

退職に関する事項

長岡京トーセビル401－A

2017年11月16日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

分）（休憩：1時間）

翌月10日　支払方法：銀行振込

昇給：無し 賞与：無し

鮭康保険：未加入　　　厚生年金：未加入

退職手当：　無し

雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき2．勤務成績不良で、従
事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

備　　　考

」」
上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書

i L i事業場名称・ ！所在地 �アールシ⊥スタッフ株式会社京都西営業所 

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京 

：∴∴∴∴ i使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

2017年11月17日

l i i就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 

NDC 

i所在地 l �〒618－0071／ �京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 
TEL：　075－952－3750 

L l i業務内容 i �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業 

L塑契約期間 �2017年11月18日～2017年11月18日 

更新の有無 �無し‾‾‾‾‾「‾更新方案存T‾－圭一 

！ ） ー就業日 i �土曜日 

！休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 
！休　　　暇 �法定通りi付与する 
i i ‡就業時間 i i �基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 

時間外勤務 �1日で15時間迄 �、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 
「休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

賃金 賃金支払条件等 �基本‥　　　900円／時憐業：　1，125円／時i深夜：　1，125円／時 ���深夜残：　　　1，350F 

！　　　　　　i ��� 

i　　　　　i 　　　　　　　L ���－ 

l 

時間章雇「‾‾‾‾‾‾‾‾‾i‾5分単位 ��� 

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込 

！その他賃金控除i

i昇給，賞与，退職 手当の有無 �i 昇給：無し 

保険加入状況 �l鍵康保険：未加入　露、Z 

…退職に関する事項 i �工精神または身体の故障により、 

i事する業務に適さないと認められ 

早業務命令違反その他本契約の本 
i務上の都合により、人員整理を必 

「‾‾‾ � 

備　　　考

未加入　　　雇用保険

退職手当：　無し

労災保険：加入済
従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従
るとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
要とするとき

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書 2017年11月19日

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

使用者職氏名

就業先名称・
所在地

業務　内容

アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

代表取締役　大谷　彰宏

‾‾‾‾へ‾‾‾‾‾‾‾‾　「

TEL：　075－958－3339

アールシーロジスティクス株式会社京都事業所

NDC

〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業

労働契約期間！2017年11月20日～2017年11月20日

更新の条件

TEL：　075－952－3750

日 日 �月曜日：∴∴ 

労働契約期間のうち就業日以外 

醸「 �法定通り付与する 

間 �基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 
i ＿＿＿」 

」 

i 

時間外勤務 1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

休　日　勤務 1ケ月に4日迄　00：00－24：00

基本：　　　　900円／時 �残業：　　1，125円／時 �深夜：　　1，125円／時 �深夜残： 

（ � � � 

「時間単位：　15分単位

＿＿＿し　＿　＿＿＿＿＿＿

賃金支払条件等！縞目：末日

その他賃金控除

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

昇給：無し 賞与：無し 退職手当：　無し

未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済

退職に関する事項

備1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従

事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

上記内容にて、労働条件を通知します。

一一m一一　　　1

＿＿《＿＿＿」



労働条件通知書

事業場名称・ 　所在地 �アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所 
〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A 

TEL： 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 NDC 
所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

TEL： 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業 

労働契約期間 �惇017年11月21日～2017年11月21日 

更新の有無 �悔し　　　更新の条件T　幸一へ1 

一就業日 i �i 

休　　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通り付与する 

就業　時　間 �基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） L 
i i 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

休日勤務 「‾‾‾‾／‾‾‾‾‾‾金 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

基本：　　　900円／時 ��残業：　　1，125円／時 �藻夜‥　　1，125円／時 �深夜残： 

－ �－ 

「‾‾／‾‾‾‾‾‾金 �基本：　　　900円／時 �残業：　　1，125円／時 �深夜： 

」 
時間単位：　15分単位 

星賃金支払条件等 �縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込 
l iその他賃金控除 � 

1昇給，賞与，退職 手当の有無 �昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し 

保険加入状況 �健康保険：未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保険： 

退職に関する事項 �正精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと 
事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、 
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められると 
務上の都合により、人員整理を必要とするとき 

備　　　考　－

退職手当：　無し

2017年11月20日

加入済　　　労災保険：加入済
認められるとき　2．勤務成績不良で、従
従事する業務を十分に遂行しないとき
き　5．事業縮小その他のやむを得ない業

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書

去名称・ 在地 �アールシ⊥スタッフ株式会社京都西営業所 
〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡 

使用者職氏名 代表取締役　大谷　彰宏

京トーセビル401－A

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都専業所 NDC 

所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け搬送作勇 

労働契約期間 �2017年11月22日～2017年11月22日 

更新の有無 �無し‾‾‾‾‾‾Ti‾貢薪の条件i 

「言 �水曜日 
1　日 」＿埜＿＿＿＿）｛．＿＿／、m＿＿）＿m～＿＿、、．＿一 「休　暇 �労働契約期間のうち就業日以外 

法定通りi付与する 

i l ） E就業時間 i l �基云一m‾‾ �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（布 

‾‾‾‾再開外勤務 �1日で15時間迄 �、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

1休　日　勤務 �1ケ月に4日迄00：00－24：00 早杢：畦亘／時畢二一一一一一1・125円／時i深夜 
「　　　　　m 

賃　　　金

時間単位

iその他賃金控除i � 

昇給，賞与，退職 手当の有無 �昇給：無し 

保険加入状況 �鱒康保険：未加： 

i i退職に関する事項 �丁霜帝または身体の 事する業務に適さな 
4．業務命令違反その 

翌月10日　支払方法：銀行振込

賞与：無し

厚生年金：未加入
故障により、従事する業務に耐え

2017年11月21日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

1，125円／由深夜残
＿－⊥＿－　＿＿〈，＿。．　　－

退職手当 無し

加入済　　　労災保険
られるとき　2．勤務成績不良で、

いと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業

〈務上の都合により、人員整理を必要とするとき

上記内容にて、労働条件を通知します。
＿＿＿　　」



労働条件通知書

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス NDC 

所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡 

i就業日 i L－ �i 

【休‾‾1　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

i休　　　暇 �法定通り付与する 
i ー就業時間 �基本 �08：00－17：00（実働基本：8時 

－ � 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で3 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

賃　　　金 �基本：　　　900円／時 ��残業：　　1，125 

i i 

支払条件等 �縞目：末日　支払 

他賃金控除 �i 

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

昇給：無し

保険加入状況

退職に関する事］

10日　支払方法：銀行振込

賞与：無し

鍵康保険：未加入　　　厚生年金：未加入
1．精神または身体の故障に

雇用保険：加入済

退職手当：　無し

2017年11月23日

加入済

従事する業務に耐えられないと認められるとき2．勤務成績不良で、
事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき

務上の都合により、人員整理を必要とするとき

上記内容にて、労働条件を通知します。

られるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない

＿m＿」



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

要用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰 

先業先名称・ �アールシーロジステイ NDC 

所在地 �〒618－0071京都府乙 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨の 

労働契約期間

クス株式会社京都事業所

訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

テ三二二日乍業及び仕分け

2017年11月25日～2017年11月25日

更新の有無；無し

2017年11月24日

TEL：　075－958－333

TEL：　075－952－3750

時間外勤務 1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

休　日　勤務　上ヶ月に4日迄　00：00－24：00

賃　　　金

賃金支払条件等

その他賃金控除

手　当　の　有無

職に関する事項

上記内容にて、

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し 退職手当：　無し

健康保険：未加入　　厚生年金：未加入　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき

‾2．勤務成績不良で、従

事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

＿＿－」

労働条件を通知します。



労働条件通知書 2017年11月26日

i事業場名称． 　所在地 �アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所 
〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A 

TEL： 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 NDC 
所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

TEL： 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業 

労働契約期間 �2017年11月27日～2017年11月27日 

更新の有無 �無し　　i更新の条件iサー1 

i i就業日 【 �月曜日 i 

休　　　日i労働契約期間のうち就業日以外

休　　　暇 法定通り付与する

00－17：00（実働基本：8時間0分） （休憩：1時間）

075－958－3339

就業　時　間

時間外勤務

休　日　勤

⊥旦里型哩墜 1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

迄　00：00－24：00

900円／時 �残業：　　1，125円／時 �深夜： 

し �同寺間単位：　15分単位 

賃金支払条件等 �縞目：末日　支払日：翌月10i 

その他賃金控除 � 

昇給，賞与，退職 手当の有無 �昇給：無し 

保険加入状況 �，健康保険‥　未加入　　月 

巨精神または身体の故障にi王 

i退職に関する事項 �事する業務に適さないと認め 
4．業務命令違反その他本契約 
務上の都合により、人員整理 

上記内容にて、労働条件を通知します。

支払方法：銀行振込

賞与：無し

厚生年金
す「徒事テ

退職手当：　無し

一一一一‾一m l

‾‾　　　　　i

1，350円／喘

未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
られないと認められるとき　2．勤務成績不良で、

られるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しない
葎「

の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
を必要とするとき

詣　「；」



労働条件通知書

事業場名称・ 所在地 �幸一ルシ」スタッフ株式会社京都西営業所 
i〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A 

TEL： 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 NDC 
所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

TEL： 

業務　内　容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業 

労働契約期間 �2017年11月28日～2017年11月28日 

更新の有無 �！無し　　　　更新の条件lト＼ ） 

幸曜日 

就　業　日 �〉 1 1 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通り付与する 

i j就業時間 i i �基本　　〈08：00－17：00（実働基本‥8時間0分）（休憩：1時間） 
i l l 」 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 
l休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

星空‥　900円／時i残業：1，125円／時深夜：1，125円／時i深夜牟 　　　　L　　　　　　　i 

2017年11月27日

075－958－3339

i

基本：　　　　900円／時 �残業：　　1，125円／時 �藻夜‾‾：　l 

【 � 

時間単位：　15分単位 

賃金支払条件等 �縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込 

その他賃金控除 � 

昇給，賞与，退職 手当の有無 �昇給：無し　　　　賞与：無し i 

保険加入状況

退職に関する事項

上記内容にて

鰹康保険：未加入　　　厚生年金：未加入 雇用保険

退職手当：　無し

1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従
事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

「
巾
i
L

考



労働条件通知書

事業場名称・ 所在地 �アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所 
〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 NDC 
所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業 

労働契約期間 �2017年11月29日～2017年11月29日 

更新の有無 �無し　　i更新の条件1－ 

」就業日 �水曜日 」 ！ 

401－A

2017年11月28日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 
！休　　　暇 �法定通り付与する 

〉 i L就業時間 �基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

i i i 賃　金 �基本：　　900円／由残業：　1，125円／吋深夜：　1，125円／時 ��深夜残： 
i �� 

i 　　　　　　　i i　　　　　　i �� 

」　　　　　　i �� 

i i �申寺間単位：　15分単位 

賃金支払条件等】滞日‥末日　支払日：翌月10日

その他賃金控除

支払方法：銀行振込

昇給，賞与，退職 手当の有無 �昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し 

保険加入状況 �健康保険：未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用 
il．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えら清 

退職に関す

備　　　考

上記内容にて、

退職手当：　無し

保険：加入済　　　労災保険：加入済
と認められるとき　2．勤務成績不良で、

事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

労働条件を通知します。

1



労働条件通知書

フ株式会社
i事業場名称・ 　所在地 �i i〒617－0823京都府長岡京市長岡1丁目1－2長岡弄 i i 

使用者職氏名」 �l代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 NDC 
所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作 

労働契約期間 �2017年11月30日～2017年11月30日 

更新の有無 �無し　　！更新の条件i 

就　業　日 �木曜日 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通り付与する 

就業　時　間 �基本　車：00－17：00（実働基本：8時間0分） 
i i i i 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

1 1賃　金 �基本：900－－平準栄二－1・125円／時 　　i �深あ （ 　l i‾‾‾二二－十＿、．＿＿i＿－＿＿、＿ ！時間単位：15分単位 �i i 

賃金支払条件等 �縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込 

その他賃金控除 � 

京都西営業所

昇給，賞与，退職i昇給：無し　　　　　　　　　賞与：無し

L王＿当＿皇

退職手当：　無

2017年11月29日

険加入状況l　健康保険：未加入　　厚生年金：未加入　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
巨精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従

退職に関する事項撥護誤馨諾意筆誅語群詰繋擬謀議
†一一一一一～一一一

」　　　　＿＿＿＿〈＿

労働条件を通知します。
＿＿＿」

「

i

i

i

吊

面

l
l
劇



労働条件通知書

山田　哲也　殿

藷「菩禁書2長岡京トーセビル401－A
i

業務　内容

労働契約期間
更新の有無

F
就業　時間

［ 時間外勤務

休　日　勤務

賃金支払条件等

その他賃金控除

昇給，賞与，退職
当　の有無

取締役　大谷　彰宏

ルシーロジスティクス株式会社京都事業所

8－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

否高内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け搬送作業

」
2017年12月01日～2017年12月01日

二コ二重亘率直ユニ

うち就業日以外

法定通り付与する

垂二千8：00－17：00（実働基本：8時間0分）

＿L m

（休憩：1時間）

1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

1ケ月に4日迄　00：00－24：00

500可塑墜二‾‾‾丁商亘密

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

賞与：無し

2017年11月30日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

三軍
‾〈‾－‾十二二

退職手当：　無

1，350円／時

≡∃

哩哩＿＿⊥健康保険：未加入　厚生年金：未加入　雇聖険：加入済　　労災保険：加入済
1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき2・勤務成績不良で、従
事する業務に適さないと認められるとき3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5・事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

退職に関する事項

備　　　考

」＿＿、＿－l＿＿＿－一〉＿

上記内容にて、労働条件を通知します。

」
業

「
「
〉
）
－
－



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称
所在地

使用者職氏名

就業先名称・
所在地

業務　内　容

アールシ⊥スタッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

アールシーロジスティクス株式会社京都事業所

NDC

〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

倉庫内にて日用雑貨のシュー

響窯雷撃

その他賃金控除

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

02日～2017年12月02日

労働契約期間のうち就業日以外

法定通り付与する

i

・搬送作業

2017年12月01日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

（実働基本：帥手間0分）（休憩：1時間）

i

－ 

－ 

1，125円／時

健康保険：未加入　　　厚生年金

曙霧盤鵠誌嵩課
退職に関する事項擬懇諜鷺謀議畿護持

，

「

上記内容にて、労働条件を通知します。

深夜残：　　　1，350円／時

三：銀行振込 

デ：無し　　　　　　　　　　　退職手当：　無し 

未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済 
る業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従 
3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき 

する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業 
るとき 



労働条件通知書

丁　‾一一‾－

アー／レシース

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

使用者職氏名

就業先名称・
所在地

業務　内容

労働契約期間

タッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡lT目1－2　長岡京トーセビル401－A

代表取締役　大谷　彰宏

アールシーロジスティクス株式会社京都事業所

NDC

〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

倉庫内にて日用雑貨のシュート

2017年12月04日～2017年12月04日

時間外勤務

休　日　勤務

賃　　　金

金支払条件等

の他賃金控除

昇給，賞与，
手　当　の　有無

保険加入状況

退職に関す

備

・搬送作業

8時間0分）（休憩：1時間）

1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

1ケ月に4日迄　00：00－24：00

基本：　　　900円／／時i残業：　　1，125円／時

15分単位

縞目：末日

二工

支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

昇給：無し

鰹康保険：未加入

賞与：無し

1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐え

2017年12月03日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

リ25円／時直垂埜

＿－」＿＿－＿

一一一一一一十一一一一一一

退職手当：　無し

雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
られないと認められるとき　2．勤務成績不良で、

事する業務に適さないと認められるとき3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

L＿－＿＿～＿＿＿＿⊥

上記内容にて、労働条件を通知します。
＿＿　　　　i

－
I
L
r

∃
当
」
十
干



労働条件通知書 2017年12月04日

1時間）

臆 � � 

1，350円／時

支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

その他賃金控除

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し

未加入　　　厚生年金：未加入 雇用保険：加入

i i 

退職手当：　無し 

済　　　労災保険：加入済 
1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従

；事する業務に適さないと認められるとき3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
退職に関する事項直業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5．事業縮小その他のやむを得ない業

i務上の都合により、人員整理を必要とするとき

備　　　考

上記内容にて、労働条件を通知します。
＿」

L



労働条件通知書

アールシース

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

タッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

代表取締役　大谷

就業先名称・
所在地

業務　内容

労働契約期間

就　業　日

彰宏

アールシーロジスティクス株式会社京都事業所

NDC

〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

倉庫内にて日用雑貨のシュート

06日～2017年12月06日

うち就業日以外

休　　　暇 �i法定通り付与する 

就業　時間 �基本 �08：00－17：00（実働 

「‾時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、 

」＿佐＿＿目勤務 �阜ヶ月に4日迄　00：00－24：00 

i基本：　　900円／時

時間単位

賃　　　金

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

基本：8時間0分）（休憩：1時間）

1年間で360時間迄

昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し

2017年12月05日

TEL：　075－958－3339

聖二＿975－952‾3聖＿　」
1

‡上空＿畦
＿＿＿＿＿＿＿＿i　＿

1

1

－＿＿＿＿　　i　　　＿〉

退職手当：　無し

健康保険：未加入　　厚生年金：未加入　　雇用保険：加入済　　労災保険：加入済
1．精神または身体の故障により、従事する ら‾元方声と認められる‾とき2．勤務成績不良で従

退職に関する事項撥繋競議誤算認諾悲話籍磐擬謀議

備　　　考

」 l

上記内容にて、労働条件を通知します。

「
－
－



労働条件通知書

業務　内容

2017年12月06日

‾　‾　‾　《～‾　‾　‾　　‾　「

i

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業

；働契約期間 �2017年12月07日～2017年＿12月07日 

更新の有無 �無し �更新の条件 �”㌻1－－＼ 

就　業　日 �末醇百‾ � 

休　　　日 �労働契約期間 �のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通り付与する 

休　日　勤務

00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間）

【 � � � � 

1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

1ケ月に4日迄　00：00－24：00

賃　　　金

その他賃金控除

基本：　　　　900円／時 �残業：　　1，125円／時 �深夜：　　1，125円／時 �深夜残 

」 � � � 

」二二 

時間単位：　15分単位

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法

昇給，賞与，退職i昇給：無し

手　当　の　有無i
＿＿－＿　　　　　　　　　　　　　　－～l＿＿＿＿

保険加入状況

退職に関する事項

銀行振込

賞与：無し

健康保険：未加入
1．精神または身体の故障に

退職手当：　無し

厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
ます 従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従

事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

i

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

就業先名称・
所在地

業務　内　容

労働契約期間
更新の有無

就　業　日

休　　　日

休　　　暇

その他賃金控除

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

保険加入状況

退職に関する事項

アールシ⊥スタッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

代表取締役　大谷　彰宏

アールシーロ ジステイクス株式会社京都事業所

NDC

〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

日用雑貨のシュート

2017年12月08日～2017年12月08日

うち就業日以外

法定通り付与する

時間単位

2017年12月07日

‾　「

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

00（実働基本：18時間0分） （休憩：1時間）

1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

日迄　00：00－24：00

15分単位

日：末日　支払日

昇給：無し

1，125円／時 深夜：　　1，125

支払方法：銀行振込

深夜残：　　　1，350円／

〉

賞与：無し　　　　　　　　　　退職手当：　無し

健康保険：未加入　　　厚生年金：未加入 雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従
事する業務に適さないと認められるとき3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

阜詳記



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

アールシ」スタッフ株式会社 京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

2017年12月10日

TEL：　075－958－3339

使用者職氏名i代表取締役　大谷　彰宏

就業先名称・
所在地

アールシーロジスティクス株式会社京都事業所

NDC

〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

TEL：　075－952－3750

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業 

労働契約期間 �2017年12月11日～2017年12月11日 

更新の有無 �無し �更新方案件1す／－＼ 

就業日 l �」月曜日 i i 【 � 

一　休　　　日 」－ �労働契約期間のうち就業日以外 

」生＿＿＿＿暇 就業時間 �法定通り付与する 
基本 �08：00－17：00（実働基本：時間0分）（休憩：1時間）　　　　　　　　　　　j 

i 

時間外勤務 �il日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

休　日　勤務 �上ヶ月に4日迄　00：00－24：00 

i基本：　　900円／勘残業‥　　1，125円／時i深夜‥　　1，125円／時深夜残：　　1，350円／時 恒本：　　900円／時魔業‥　1，125円／時 ��深夜：　　1，125円／時 �深夜残： 
i i � 

i時間単位：　15分単位

賃　　　金

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

その他賃金控除 � 

昇給，賞与，退職 手当の有無 �昇給：無し 

保険加入状況 �鍵康保険：未加入　　　厚生∠ 

」脚こ関する事項 i �1．精神また‾肩身確あ‾波面ごよす二‾ 

事する業務に適さないと認められ 
4．業務命令違反その他本契約の本 
務上の都合により、人員整理を必 l i i I i 

i i i i 備考 

上記内容にて、労働条件を通知します。

賞与：無し　　　　　　　　　　　退職手当：　無し

未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従
るとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業
要とするとき

＿＿」



労働条件通知書

ルシ‘スタ

山田　哲也　殿

i事業場名称・ 　所在地 � 
〒617－0823　京都府長岡京市長 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式： NDC 

所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山 

業務　内容 �倉庫内にて百両霜賓あテ二「二千 

労働契約期間 �2017年12月12日～2017年12月12 

更新の有無 �無し　　i更新の条件丁 
i火曜日 ！ 

フ株式会社京都西営業所

岡lT目1－2　長岡京トーセビル401－A

会社京都事業所

崎町大山崎小字鏡田38

作業及び仕分け

労働契約期間のうち就業日以外

休　　　暇 法定通り付与する
i 就業時間 �L＿＿塞杢∴ �13：00－22：00（実働基 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

i　賃　　　金 �基五二i‾－‾〈〝－‾i‾900円／時i埜茎＿＿： 　i ll 

年間で360時間迄

退職手当：　無し

時間単位：　1 

賃金支払条件等 �縞目：末日　支払 

lその他賃金控除 �i 

昇給，賞与，退職 �昇給：無し 
手　当　の　有無 

保険加入状況 �健康保険：ラ 
1．精神または身 

職に関する事項

日：翌月10日　支払方法：銀行振込

厚生年金：未加入

2017年12月11日

雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき 囲 勤務成績不良で、従

…事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5．事業縮小その他のやむを得ない業
務上の都合により、人員整理を必要とするとき

て、労働条件を通知します。
＿＿＿＿　」

就

　

床



労働条件通知書

事業場名称・ �アールシーエスタッ 〒617－0823京都 

所在地 

i使用者職氏名 �代表取締役　大谷 

i l 就業先名称・ �アールシーロジス NDC 

所在地 �〒618－0071京都 

業務　内　容

フ株式会社京都西営業所

府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

倉庫内にて日用雑貨のシュート

2017年12月12日

TEL：　075－958－3339
i

l

会社京都事業所 � � 

崎町大山崎小字鏡田38 � � 
TEL： �075－952－3750 

作業及び仕分け・搬送作業 � � 

労働契約期間 �2017年12月13日～2017年」12月13日 

L＿」聖哩垣無 �無し �更新の条件1　㌢一 
l 就業日 �水曜日 　　　　　　　i 

休　　　日 �涛働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �‡法定通り付与する 

1就業時間 l i i �基本 �13：00－22：00（実働基本：8時間0分）（休憩：理事間） 

時間外勤務 �1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

賃　　　金 �基本：　　　　900円／時 ��残業：　　1，125円／時 �深夜：　　1，125円／時 �棒夜残：　1，350円／時 

i �� � �i i　　　　　　　　　　l 

！　＿＿＿＿／＿＿＿＿　」 　　　　「 

時間単位：　15分単位 ����i i 

賃金支払条件等 �縞目‥末日　支払日：翌月10日支払方法：銀行振込　　　　　　　　　　　　　　　　　　E 

その他賃金控除 �l （ 

昇給，賞与，退職 i手当の有無 �昇給：無し　　　　　　　　　賞与：無し　　　　　　　　　退職手当：無し　　　　　i 

保険加入状況 �鍵康保険：未加入　　厚生年金：未加入　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済　　i 
i �1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき2．勤務成績不良で、従i 
し ≡退職に関する事項 i l L �事する業務に適さないと認められるとき3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき1 4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき5．事業縮小その他のやむを得ない業 務上の都合により、人員整理を必要とするとき 

備　　　考

上記内容にて、 労働条件を通知します。



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

アールシ」スタッフ株式会社京都西営業所

〒617－0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A

代表取締役　大谷　彰宏

就業先名称・
所在地

業務　内　容

アールシーロジスティクス株式会社京都事業所

NDC

〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

i倉庫内にて日用雑貨のシュート

労働契約期間 2017年12月14日～2017年12月14日

「‾‾‾‾‾‾〉‾‾－‾‾‾

休　　　日 うち就業日以外

賃金支払条件等 �締日：末日　支払日：翌 

その他賃金控除 � 

；昇給，賞与，退職；昇給：無し 
手　当　の　有無

保険加入状況

退職に関す

月10日　支払方法：銀行振込

賞与：無し

健康保険：未加入

2017年12月13日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

退職手当：　無し

厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従
事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき
4．業務命令違反その他本契約の本旨に反する事実が認められるとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業

り、人員整理を必要とするとき

上記内容にて、労働条件を通知します。

自業就



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

i使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �アールシーロジスティクス株式会社 NDC 

所在地 �「〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町フ L 

業務内容愴庫内にて日用雑貨のシュート禰 　i 　i 

労働契約期間 �阜017年12月15日～2017年12月15日 

更新の有無 �無し �更新の条件i　一 

就業日 i �i金曜日 

l休　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 ～　休　　　暇 �法定通り“付与する 

「 ！ 就業時間 i i i �基云 �13：00－22：00（実働基 

l 

「下寺南外勤務 �1日で15時間ヾ �、1カ月で45時間迄、1 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄00：00－24：00 1基本：　…読円高廃棄「－ 

賃　　　金

その他賃金控除

ら賞与，退職
当　の　有無

険加入状況

蒔商事存「－再秀車高

幅日‥末日　支払日：翌月10日支払方法：銀行振込

昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し

健康保険：未加入　　　厚生年金：未加入
1．精神または身体の故障によ

退職手当

2017年12月14日

雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
従事する業務に耐えられないと認められるとき　2．勤務成績不良で、従

事する業務に適さないと認められるとき3，欠勤・遅刻が頻発し、従事する業務を十分に遂行しないとき

退職に関する事項牌雑譜諜護譲婁豊吉謂実が認められるとき5・事業縮小その他のやむを得ない業

備　　　考

i　　　＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿

上記内容にて、労働条件を通知します。


