
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4C 

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12月16日～2017年12月16日 

更新の有無 �無し �更新の条件1－ 

就　業　日 �土曜日 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通り付与する 

就業　時　間 �基本 �22：00－31：00（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 �i基本‥　　　　900円／時 ��残業：　　1，125円／日計深夜：　1，125 

i i ��i i 

i 

l i ��i 

時間単位：　15分単位
i 賃金支払条件等 �i 縞目：末日支払日：翌 

その他賃金控除 � 

昇給，賞与，退職 �一　昇給：無し 

手　当　の　有無

2017年12月15日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

《　　l

深夜残：　　　1，350円

退職手当 無し

月10日　支払方法：銀行振込

保険型仝送迎＿」＿笹壁俸唆＿＿i

退職に関する事項

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レ
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

；アールシ⊥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

古癖一著聴音を「在京高森護「天容彰宏 
i　　　　　ヤールシーロジスティクス株式会社京都克業 

車業先名称・所在地
NDC

〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

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12月17日～2017年12月17日 

更新の有無 �無し �‾‾貢薪あ条件i一一 

就　業　日 �甲曜日 l l i 

休　　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　　暇 �法定通りつ付与する 

就業時間 時間外勤務 �‾‾‾‾基本 �13：00－22：00（実働基本：8時間0分） 
li L＿＿＿＿． 日日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間美 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

i �虐杢‥　　900円／時i残亘二＿＿」，125円／時峠 i　　　i 

i賃　金 �－ 
時雨車高「 

賃金支払条件等 �l締日：末日 

∴：二、一品∵ �） i 
昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

保険加入状況

15分単位

日：翌月10日 支払方法 銀行振込

昇給：無し 賞与・無し

鍵康保険：未加入　　　厚生年金：未加入

2017年12月16日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

退職手当：　無し

雇用保険：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

労災保険：加入済
きき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
退職に関する事項阜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

人員整理を必要とするとき

＿「＿＿詰
上記内容にて、労働条件を通知します。



山田　哲也　殿

「

事業場名称
所在地

就業先名称・
所在地

労働条件通知書

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‾百‾肩薙貨のシュート作業及び仕分け・搬送作業
業務　内容

m∴∴∴∴」

労働契約期間12017年12月19日～2017年12旦±旦里

匡更新の有無

就　業　日

直≡
i就業時間

賃　　　金

i′i言、照一‘

亡

2017年12月18日

～‾「

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

二亡妻亘率重工二二二二　‾－

うち就業日以外

法定通り付与する

奉二亙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

1ケ月に4日迄　00：00－24：00

9些＿型三上壁茎

＿＿＿＿＿＿⊥＿＿〈

土
の他賃金控除

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

＝［15分単位

1，188円／時

末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

昇給：無し

深夜：　　1，188円／時

工二二

二二重畳

二二］
‾‾‾‾「

＝コ

賞与：無し 退職手当：　無し

軍事藷薫薫琵雇用保険‥加入済　労災保険：加入済両神または身体。故障により、従事する業務時事車重享車重三番裏手す「
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

退職に関する事項車．霧露違反そゐ他本契約ゐ本吉に反すろ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

－＿＿＿　」

上記内容にて、労働条件を通知します。

i

「

i

考



労働条件通知書

事業場名称・ 　所在地 �」ァールシ」スタッフ株式会社 
〒617－0823　京都府長岡京市 

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 NDC 
所在地 【 「∴∴∴∴ i i業務内容 【 �〒618－0071京都府乙訓郡大 

蒼肩丙にて日用雑貨のシュー 

ー　労働契約期間 �2017年12月20日～2017年12月 

I更新の有無 �無し　　工更新ゐ条件 

i i �水高官‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

土京都西営業所

市長岡1丁目1－2 長岡京トーセビル401－A

式会社京都事業所

山崎町大山崎小字鏡田38

ト作業及び仕分け・搬送作業

のうち就業日以外

i i i 就業日 �水曜日 」 

休　　　　日 �労働契約期間 

休　　　暇 �法定通り付与 

」＿些坦全壊蓬

i　基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分 

1日で15時間迄、1カ月で45時間迄、

ヶ月に4日迄　00：00－24：00

1年間で360時間迄

L＿＿＿＿二－．＿＿．＿＿ l 賃金 �i 基本：　　950円／時 �扇薬‥　1，188円／時i深夜：　川 

－ � 

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 �i 

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／ 
1．精神または身体の 
i事する業務に適さな 

閏＝

退職手当：　無し

厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険

2017年12月19日

故障により、従事すえ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
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。



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

使用者職氏名

就業先名称

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

就業先名称・ �iNDC 

所在地 �占18－。。71京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12月21日～2017年12月21日 

更新の有無 �無し �更新の条件1　－° 
木曜日 

2017年12月20日

TEL：　075－958－3339　　　1
－＿＿－－　〉＿＿＿＿－〈＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

TEL： �075－952－3750 

日 �労働契約期間のうち就業日以外 ∴一∴暇： �法定通り’付与する 

時　間 �基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩： 

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

休　日　勤務

賃　　　金

ヶ月に4日迄　00：00－24：00

本：　　　　950

15分単位

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

局職に関す

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

元高 無し　　　　　　　　　　賞与：無し

十一高藤蔭一一∵未茄六一一（一高重商二一一乗両天 雇用保険：加入済

退職手当：　無し

労災保険：加入済

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、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 

考 � 

労働条件を通知します。

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

「‾～“／‾／ l事業場名称・ i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－ 

1 1 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 NDC 
所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小 i 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュ二千宿業及び在秀 i 
1 両17年12月22日～2017年12月22日 

労働契約期間 
更新の有無 �博し　　i更新の条件1年＼ 

就　業　日 �金曜日 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　醸‾‾ �法定通り付与する 
！ 基本　iO8：00－17：00（実働基本：8時 

i　就業　時間

時間外勤務
i　休　日　勤務

「‾‾〈m‾‾ 金

その他賃金控

2　長岡京トーセビル401－A

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：　　　　950円／時 残業：　　1，188円／時

両車種：　15分単位

目：末日　支払日：翌月10日 銀行振込

2017年12月21日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

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藷あられるとき2．勤務成績不良で従

退職に関する事項擁護競霊畿鴇寧諜護謹話籍磐擬諜詣

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

l　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

代表取締役　大谷　彰宏

就業先名称・ �lァールシーロジステ NDC 

所在地 �〒618－0071京都府 

業務　内容
倉庫内にて日

イクス株式会社京都事業所

乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38

労働契約期間 �2017年12月23日～2017年12月23日 

更新の有無 �無し �更新の条件1年＼ 

就　業　日 �土曜日 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

床 「一一一一一一一i〇一｝一m牒 L i 就業時間 �法定通りノ付与する 

基本 �08：00－17：00（実働基本：8 

i �l 

時間外勤務 �1日で15時間迄、lフ 

休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00 

賃　　　金 �基本：　　　　950 

その他賃金控除

i，賞与，退職

当　の有無

菖三

備　　　考

時間0分）（休憩：1時間）

で45時間迄、1年間で360時間迄

00－24：00

間単位：　15分単位

2017年12月22日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

三重二亘垂両夜二‾「二重亘固唾二

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

1，425円／

退職手当：　無し

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より

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

＿＿＿i m＿

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書

京都西営業所

市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル401－A
事業場名称・ 所在地 �アールシ」スタッフ株式会 

〒617－0823　京都府長岡京 

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 l �に618－0071京都府乙訓郡 l l 

業務　内容

株式会社 京都事業所

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

重　労働契約期間 �2017年12月25日～2017年12月25日 

i更新の有無 �無し �更新の条件 � 

i l就業日 i �月曜日 

休　　　日

毎‾　　暇

就業　時間

労働契約期間のうち就業日以外

法定通り付与する

基本 �08：00－17：00（実 

」＿ 

賃　　　金

時間単位

働基本：8時間0分）（休憩：1時間）

月で45時間迄、1年間で360時間迄

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

保険加入状況

昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し

鍵康保険：未加入　　　厚生年金：未加入

退職手当：　無し

2017年12月24日

雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
霜神または身体の故障により、従事する業務に耐えられ方いと認められるとき2． 勤務成績不良で、従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、従事する業務を十分に遂行しないとき
る事項麿諾諜鷺諜護畿護持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

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条件通知書

タッフ株式会社京都西営業所

山田　哲也　殿

事業場名称・
所在地

使用者職氏名

アールシー⊥ス

〒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25日

TEL：　075－958－3339

代表取締役　大谷　彰宏

ジステイクス株式会社京都専業所アールシーロ

就業先名称・
所在地

NDC

〒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γ 

チ働契約期間 �2017年12月26日～2017年12月26日 

更新の有無 �無し �更新の条件 �千〇一＼ 

就　業　日 �火曜日 �� 

TEL：　075－952－3750

工業時間 L �「　基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 

i 

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 

一　休　日　勤務 �1ケ月に4日迄　00：00－24：00 

i i賃　金 �基本：　　　　950円／時 ��廃業‥　　1，188円／時 �姿夜‥l・188円／時深夜残： 　i 

i i 

L 

時間草花「＼‾‾‾‾‾‾“‾“15分事位‾ �� � 

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 ���退職手当：　無 

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 

巨関する事項 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 

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 
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 
務上の都合により、人員整理を必要とするとき 

i i � 

上記内容にて、労働条件を通知します。



労働条僻通知書

事業場名称・ 　所在地 ！ �アールシ二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 

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京都事 NDC 
所在地 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎， 

業務　内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕： 

労働契約期間 �2017年12月27日～2017年12月27日 

更新の有無 �無し　　‾T更新方案「「「‾＼ 

就　業　日 �水曜日 

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 法定通り付与する 

i r i i �基本 �08：00－17：00（実働基本：81 

賃　　　金 � 
i i 

L 

時間単位：　15分単位 

賃金支払条件等層

その他賃金控除

の　有無

呆険加入状況

職に関する事項

備　　　考

日：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

昇給：無し 退職手当：　無

2017年12月26日

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

上記内容にて、労働条件を通知します。
＿＿」



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 

TE 

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 

TE 

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28日～2017年12月28日 

更新の有無 �無し　　　T更新の条件「卜‾＼ 

！就業日 【 �木曜日 

休　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外 

休　　暇　恒定通り付与する 

基本 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩：1時間） 

就業　時　間 �！ ） l 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 

賃　　金 i �基本：　　　950円／時 ��残業‥　1，188円／時幅夜：　1，188円／時 �撃率 

1 1 1 ��i � 

l � 

i ��i　　　　＿⊥ � 

1時間単位：　15分単位 �� � 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

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 
1．精神または身体の故 
【事する業務に適さない 

賞与

2017年12月27日

075－958－3339

075－952－3750

退職手当：　無し

厚生年金：未加入　　　雇用保険

退職に関する事項 �直業務命令違反そ 務上の都合により 

備　　　考 � 

着一－－　　　　1

加入済　　　労災保険：加入済

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 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

られるとき　5．事業縮小その他のやむを得ないその他本契約の本旨に反する事実が認め
人員整理を必要とするとき

i 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

使用者職氏名

就業先名称・
所在地

業務　内　容

労働契約期間

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作業及び仕分け

2017年12月30日～2017年12月30日

労働契約期間のうち就業日以外

法定通り付与する

08‥00二十亨も0（実働基本：8時間0分）

虫賃金控除 � 

賞与，退職 ？有無 �昇給：無し 

加入状況 �健康保険：ラ 

関する事項 �1．霜布また高雪 
事する業務に適 
4．業務命令違反 
務上の都合によ 

考 � 

上記内容にて、労働条件を通知します。

（休憩：1時間）

2017年12月29日

‾‾‾）‾‾‾‾‾‾‾　　　　　i

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

－ � � � 

－ � 

1，188円／時 �深夜：　　1，188円／時 �深夜残：　　　1，425円／時 

i i 

i i 

！ 

i　　　　　　　　　！ 

ii l ］支払方法：銀行振込 

賞与：無し　　　　　　　　　　　退職手当：　無し 

壬生年金：未加入　　　雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済 ‾す÷従事する業務に耐えられなしゼ悪癖られるとき2．勤務成麗不良で二‾、‾葎‾（‾ 

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 
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 



労働条件通知書

事業場名称・ 所在地 �亨－ルシ」スタッフ株式会社京都西営業所 匡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 �昨表取締役　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　匡618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 　1 　1 　i 　i 

業務　内　容 �愴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 �i 2017年12月31日～2017年、12月31日 

更新の有無 �T盲i二m‾、m～1 �更新の条件　∃∴一一 

就　業　日 �i日曜日 

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 �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 

基本：　　950円／時残業：　1，188円／時i深夜‥　　1，］ 

i 

賃　　　金

時間単位

401－A

2017年12月30日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

＿＿＿＿＿－＿〉＿＿＿＿＿1，，，．，＿1

15分単位

！縞目：末日　支払日
i iその他賃金控除 i � 

i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： 

i退職に関する事項 �1．精神または身体の 

事する業務に適さな 
4．業務命令違反その 
i務上の都合により、 

日　支払方法：銀行振込

賞与：無し

厚生年金：未加入

深夜残：　　　1，425円／

退職手当：　無し

雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
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
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
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

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 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

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 一　所在地 i i �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田3 

l l業務内容 i �倉庫内7こて日用雑貨のシュート作業及び仕分け搬送 

2018年01月03日

‾（m　‾（‾‾〈‾‾‾「

京トーセビル401－A

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

労働契約期間 �i2018年01月04日～2018年01月04日 

更新の有無 �無し �更新の条件i予言一＼ 

就　業　日 �木曜甘 � 

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 �1　基本 �中二00－17：00（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 ��残業：　　1，125円／時 �深夜：　　1，125円／時 �深夜残： 

時間単位：　15分単位 

曜日：末日　支払日：翌月10日支払方法：銀行振込 

その他賃金控除 �i i ） ！ 

昇給，賞与，退職 手当の有無 �1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：カ 
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 

i i退職に関する事項 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 
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 
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。

しないとき
を得ない業



労働条件通知書

山田　哲也　殿
‾「∵　　序一万三二テラッフ株式会社京都西営業所‾

「言語

：業先名称
所在地

〒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

垂甲牽巻二一一一±・一堂一些

賃　金±二言

金控除

給，賞与，退職
当　の　有無

険加入状況

2018年01月04日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

‾‾‾‾‾「‾～‾ユニ

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込

†高‥百一一一一一一一一一下市「す 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
‡事する業務に適さ

従事する業務に耐えられないと‾藷亙られるとき2．勤務成績不良で
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

退職に関する事項14．業務命令違反その他を契約？本旨隼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↓

啓上の都合により、人員整理を必要とするとき
‾‾‾「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾m‾

上記内容にて、労働条件を通知します。

座」

i

）

1

i

i

」

昨
「
士
、
i
］
〝
l
r
r
」
一
組
坤
」
）
1

－

－

　

二

、

一



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 1 1 �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 

i i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 

E　労働契約期間 �2018年01月06日～2018年01月06日 

更新の有無 �無し　　⊥更新の条件L　－ 

就　業　日 �土曜日 

休　　日　函契約期間のうち就業日以外
休　　　暇i法定通り付与する

2018年01月05日

401－A

TBL：　075－958－3339　　1

TEL 075－952－3750

退職手当：　無し

「…基未 �08：00－17：00（実働基本：8時間0分）（休憩： 
i i i � 

i i 「‾‾－－‾‾‾＼‾‾《‾／‾‾‾‾‾‾－ � 

i時間単位：15分単位
i

＿－－＿＿＿＿＿　　」　　　＿＿〉＿＿－－＿＿＿＿＿＿南＿m

≧支払条件等l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 

保険加入状況 �健康保険：未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保 

退職に関する事項 �1．精神または身体の故障によすニ）‾徒事する業務に耐えられな 
事する業務に適さないと認められるとき　3．欠勤・遅刻が頻弓 
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 

備　　　考

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。

加入済　　　労災保険：加入済
いと認められるとき　2．勤務成績不良で、従
し、従事する業務を十分に遂行しないとき

るとき　5．事業縮小その他のやむを得ない業

＿＿＿　」



労働条件通知書 2018年01月06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：　075－958－3339 

使用者職氏名 �代表取締役　大谷　彰宏 

就業先名称・ �MSロジテクサービス株式会社大阪LS事業所 大阪LS事業所（一般） 

！所在地 i �〒573－0094　大阪府枚方市南中振3－3－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ 
TEL：　072－831－9737 

業務　内容 �車型家電のピッキング・仕分け作業 im 

労働契約期間 �2018年01月07日～2018年01月07日 

更新の有無 �無し �更新の条件　　　ゝ∴一1 

i就　業　日 �日曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 �09：00－18：00（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時間迄、1年間で360時間迄 

休　日　勤務 �i ilヶ月に4日迄　00：00－24：00（派遣先・請負元シフトによる） 

：∴： 賃金支払条件等 上の他賃金控除 1 両退職 ！手当の有無 �i基本：　　950円／時匿業：　1，188円／時 ��深夜：　　1，188円／時 �深夜残：　　1，425円／時 

交通費‥　　　　実却 ��－ � 
i ��－ � 

時間単位：　10分単位 

縞目：末日　支払日：翌月10日　支払方法：銀行振込 

i 

昇給：無し　　　賞与‥無し　　　退職手当：無し　i 　　　　　　　　　　　　　　　　　l ー　　　　　　　　　　　　　　　　　！ 

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

こ関する事項轢饗慈競器護憲競業藷濃紫譲霊
i務上の都合により、人員整理を必要とするとき

考 �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

使用者職氏

［

苧

「テ二元テ二三ラララ玩弄蚕豆五霞亘百薬百‾－‾‾

〒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

吉元下面高官商務ラ二二‾昨報面河藤顧
＿　　　＿　」－－－＿＿－＿＿＿＿－＿

堅塁塑塑旦＿l呈堅牢01月09日～面白
塑里虹重工二二二二二

上業丁画

生一一一里Ll壁

就業時間

2018年01月08日

TEL：　075－958－3339

TEL：　075－952－3750

契約期間のうち就業日以外

垂二幸垂二五読了薪‾富云「両面爾

萱竃

（休憩：1時間）

15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄

に4日迄　00：00－24：00

1，125円／時i深夜

賃　金士
間単位：　15分単位

金支払条件等

の他賃金控除

昇給，賞与
手　当　の

退職に関する事項

備　　　考

二　［

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

健康保険：未加入　　厚生年金：未加入

垂可車重

二王
＿＿＿＿－＿＿＿＿＿」＿

退職手当：　無し
‾｛‾「

三吉
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王で「‾宿事テ璃三両えられないと認められるとき2．勤務成績看貫で
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
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
i
i
i
r
J
l
i
L

「
」
「
「
－
」



労働条件通知書 2018年01月09日

TEL：　075－958－3339

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

表取締役　大谷　彰宏

i i就業先名称・ �げ－ルシーロジスティクス株式会社京都事業所 

NDC 

i所在地 i �〒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 �倉庫丙てこで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 �2018年01月10日～2018年01月10日 

更新の有無 �無し　　i更新の条件i 

就　業　日 �永曜日 

休　　　日 �虜働契約期間のうち就業日以外 

1休　　暇 �法定通り＝付与する 
） 〉 就業時間 i i �基本 �13：00－22：00（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 1 1 �基本：　　900円／時 ��残業：　　1，125円／時 �深夜：　　1，125P 

時間単位：　10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

賞与，退職 �1昇給：無し　　　　　　　　　賞与：無し　　　　　　　　　遇 
の　有無 

抽入状況 �鰭康保険：未加入　　　厚生年金：未加入　　　雇用保険：加入済 

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元† 
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 
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 
務上の都合により、人員整理を必要とするとき 

労災保険：加入済
き　2．勤務成績不良で

「

業務を十分に遂行しないとき
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

。　　幸一ルシ」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 

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戸 NDC 
所在地 ！ 「言善言㌃ l i �〒618－0071京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字 

倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分‾け 

i労働契約期間 �2018年01月11日～2018年01月11日 

一　更新の有無 �無し　　更新の条件1㌢一 木寝首－ 
i l i l i就業日 i 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 

長岡京トーセビル401－A

－ � 

縞目：末日　支払日：翌月10日

その他賃金控除

昇給，賞与，退職
手　当　の　有無

昇給：無し

鱒康保険

賞与：

2018年01月10日

TEL：　075－958－3339

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

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

アールシー⊥ス

山田　哲也　殿

業務　内　容

タッフ株式会社京都西営業所

〒61手0823　京都府長岡京市長岡1丁目1－2　長岡京トーセビル4

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

労働契約期間 �1 1 2018年01月 

更新の有無 �無し 

ー　就業日 ！ �金曜日 

ート作業及び仕分け

12日～2018年01月12日

更新の条件

2018年01月11日

01－A � 

TEL： �075－958－3339 

TEL：　075－952－3750 

基本：8時間0分）（休憩：1時間） 基本 �13：00－22：00（実働基フ 

時間外勤務　廿日で15時間迄、1カ月で45時間迄、1年間で360時間迄 

休　日　勤務 �五ヶ月に4日迄　00：00－24：00 

賃　　　金 �基本‥　　900円／時摩：1，125円／時深夜‥　1，125円／時深夜残：1，350円／日、 

l i 

i 

時間単位：、1回蒔発車荏 

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i：加入済 
1．精神または身体の故障により、“希事テ言葉霧に耐えられない‾‾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 

上記内容にて 労働条件を通知します。



労働条件通知書

悌内容 �倉庫内にて日用雑貨のシュート作業及び仕分け・搬 労働契約期間 �2018年01月13日～2018年01月13日 

更新の有無 �無し　　l更新の条件i 

就　業　日 �土曜日 

‾‾‾抹　　　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　‾‾‾T‾13：00－22：00（実働基本：8時間0分 

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
手　当　の　有無

保険加入状況

退職に関する

昇給：無し　　　　　　　　　　賞与：無し

健康保険：未加入 厚生年金
1．精神または身体の故障により、従事する業務に耐え

退職手当：　無し

2018年01月12日

雇用保険：加入済　　　労災保険：加入済
と認めぢれる亡き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

」－＿＿＿＿＿＿m＿⊥＿＿＿

上記内容にて、労働条件を通知します。
i



労働条件通知書

事業場名称・ 所在地 �アールシ」スタッフ株式会社勇 
〒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

京都西営業所

岡1丁目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

l倉庫内にて日用雑貨のシュート

里些竺吐生壁日～2018年01月15日
更新の有無！無し

就　業　日

〉＿m＿＿」＿＿（＿

休　　　日 うち就業日以外

・搬送作業

休　　　暇 �法定通り付与する 

I l i就業時間 �～山‾‾‾‾毒本 �13：00－22：00（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 

基本：　　900円／時残業‥　　1，125円／時i深夜：　1，125円／時 

「賃　金 1 �　　　　　　　l 　　　　　　　i i　　　　一一一一一‾＼－－－i∴－‾‾“‾‾‾‾‾」 

時間単位：　15分単位

支払条件等

他賃金控除

編目：末日　支払日：翌月10日

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

備　　　考

昇給：無し

銀行振込

賞与：無し

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より、従事する業務に耐えられない

2018年01月14日

退職手当：　無し

労災保険：加入済
F商流‾られるとさす‾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。



雇用契約書（兼）就業条件明示書
派　遣，元　アールシースタッフ株式会社

派遣労働者　山田　哲也（縛17005158）

京都西営業所

次の派遣条件に基づき雇用契約を締結する。

No．　17004233－00000042

（以下「甲」と称す）と

（以下「乙」と称す）は

派 遣 �名　　　　　称 �アールシーロジスティクス株式会社京都事業所 

就　業　部　署 �NDC 

就　業　場　所 �〒618－0071　京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字鏡田38 
TEL：075－952－3750 

組　織　単　位 �関西NDC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人抵触日：2020年11月11日 
‾派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場合や派遣労働者個人単位の期間制限の 

抵触日を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象となる。 

指揮命令者 �関西NI）C　マネージャー　三島　亘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：075－952－3750 
先 派 遣 プロ �責　　任　　者 �i関西叩C　マネージャー　三島　亘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：075－952－3750 

苦情あ‾申出尭 �関西NDC　マネージャー　三島　亘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：075－952－3750 

製造業務専門責任者 �TEL： 

名　　　　敢＿ �アールシースタッフ株式会社　京都西営業所　　　　　　　　　　　i許　可　番　号i派28－040002 

責　　任　　者 �京都百雷業所マネージャー奥佳高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：075－958－3339 

苦情の申出先 �京都西営業所マネージャー奥住商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：075－958－3339 

製造業務専門責任者 �TEL： 

i i i i i ！ i i i i i i l i I 【 南 ！ 、dl �業　務　内　‾春‾ �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 

派　遣　期　間 �2018年01月16日～2018年02月28日（事業所抵触日：2020年07月01日） 

就　業　日 �シフトによる 

休　　　　　　日 �労働契約期間のうち就業日以外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ 

契　約　更　新 �無し 

就　業　時　間 �十∴　∴∴∴∴∵∴∴「∵’∴∴「∴∴∵∴「∴「∴　　　　　　　… i 

時間外勤務 �1日でi了暗面蓬「‾‾1カ月で45時間迄、1年間で5両時間迄i休　日　勤　務1テ元‾に4E迄　00：00－24‥00 

給　　　　　与 �基本：　　　　　　900円／時 �残業：　　　　　1，125円／時 �深夜：　　　　　1，125円／時 �深夜残：　　　　1，350円／時 

l 

－ � 

時間単位：　　　　　　　15分 

派　遣　料　金 �1人1日8時間あたり9，781円　　給与支払日i縞目：末日　支払日‥翌月10日支払方法：銀行振込 

安全・衛生 �構内において、トラック・フォークリフト等の往来があるため、左右・後方確認を必ず行うこと。カッター等を使眉する場合 は、手元に十分注意し、切れ味の悪い道具を無理に使用しないこと。作業着は必ず袖ボタンを留め、ピアス・指輪等は外し、靴 
坦 ��の踵を踏まず作業に取り組むこと。年に一度会社の指定する受診機関にて定期鍵康診断を受診すること。 

便　宜　供　与 �甲は派遣労働者に対し、甲が雇用する労働者が利用する休憩所、給食施設、更衣室の施設または設備について、利用することが できるよう便宜供与することとする。 

条 1件 �苦情処理方法 i ∴∴∴∴∴∵∴ 契約解除の 場合の措置 �甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について 

必ず派遣労働者に通知することとする。 

派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して他の派遣先をあっせん 
する等により新たな就業機会の確保を図ることとする。また、労働者派遣契約の解除に伴い休業させる場合には労働基準法第26 
条に基づく休業手当を支払う事、派遣労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告する事とし30日前に予告し 
ない場合は労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととす 
る。 く 

退　職　に

関する事項

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

昇給、賞与、退職 手当の有無 �昇給：　無し　　　　　　　　　　　　賞与：　無し　　　　　　　　　　退職手当 

及び年齢 �年齢：　45歳以上 

保険加入状況 �健康保険 �未加入 �i未加入理由‥　週所定労働時間が30時間霜0 
厚生年金 �未加入 

雇用保険 �加入済 �未加入理由： 
日雇例外事項 � � 

紛争防止措置 �派遣先示「‾労蘭書 �派遣の終了後に、’ �′該労働者派遣に高言涙道労働者を雇用する湯谷は すこと。派遣元が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により派遣先は派遣元に 

備　　　　　考

氏名　　　アールシースタッフ株式

代表取締役　大谷　彰宏

氏名　ム田哲

のため適用除外

、その雇用意思を事前に派遣元に対し示
紹介手数料を支払うこととする。

住所畦亜三千旦竺／6
度・名　　　　　　　　　．ノー　　．　　　　　　　　　　　　　　！，ゝ

迦一一一一m－」識



労働条件通知書

山田　哲也　殿

事業場名称
所在地

i　就業先名称・

2018年01月15日

アールシースタッフ株式会社京都西営業所

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

大谷　彰宏

TEL：　075－958－3339

ールシーロジスティクス株式会社京都車券所

i所在地 i L＿＿＿ �匡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 

労働契約期間 �2018年01月16日～2018年02月28日 

更新の有無 �無し　　i更新の条件「　一　　　　° 

就　業　日 �シフトによる 

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

13：00－22：00（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 i i i i �基本：　　　　900円／時 ��残業：　　1，125円／時 �深衰「＼　1，125円／時 �深夜残： 

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： 

退職に関する事項 i I 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高ないと認められるとき2．勤務成績 
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 
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 

！都合により、人員整理を必要とするとき （ ！ 

i 備 �考 

上記内容にて、労働条件を通知します。

不良で、従事
ないとき　4．業
ない業務上の


