
就業前オリエンテーション 

1 

この資料では、ビースタイル スマートキャリアの派遣スタッフとして、 
ご就業を開始されるかたが安心してお仕事できるよう、 
契約や出勤、保険などのお手続き、その他注意点について 
ご案内しています。最後まで必ずご確認ください。 



2 

はじめに 

本資料では、当社からの就業開始にあたり、 
事前にご確認いただきたい事項をご案内いたします。 
資料の中で雇用契約書兼就業条件明示書を 
参照する箇所がございますので 
お手元にご用意の上、ご確認いただくことをおすすめします。 



3 

はじめに 

当社より発行する雇用契約書は、マイページのメニュー「就業中の方各種連絡」内にございます 
「契約書確認」よりご確認いただくことができます。 
ダウンロード可能期間はアップロード日より６か月間となっておりますので、 
必ずご自身のパソコン、スマートフォンなどにダウンロードの上保管いただくか、 
もしくは、印刷の上、保管いただきますようお願いいたします。 
 
書面による郵送をご希望される場合は、マイページのメニュー「各種申請手続き」内にございます 
「契約書の郵送・再アップロード依頼」より申請をお願いいたします。 



1 給与のお支払について 

4 
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1 January,2020 
 Sat 

11 

締め日：当月末 

Sun  Mon Tue Wed Thu Fri 
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25 19  20 21  22 23 24 

26  27 28  29 30 31 

2 3 4 1 

ビースタイル スマートキャリアでは、締日は当月末となっております。 



February,2020 

給与お支払日：翌月20日 

2 
 Sat 

 1 

Sun  Mon Tue Wed Thu Fri 

5  6 7  8 2 3 4 

12  13 14  15 9 10 11 

19  20 21 22 16 17 18 

26  27 28 23 24 25 

給与のお支払日は、翌月20日です。 
6 



April,2019 

20日が土日祝の場合は前銀行営業日 

4 
 Sat 

13 

Sun  Mon Tue Wed Thu Fri 

7  8 9  10 11 12 

5  6 2 3 4 1 

17  18 19 20 14 15 16 

24  25 26 27 21 22 23 

31  28 29 30 

20日のお支払日が土日祝日の場合は、その前銀行営業日にお支払いいたします。 
7 



8 

給与明細はWEB上で 
ご確認いただいております。 

 



給与明細は「Web給与明細」でご確認を 

給与明細はマイページ上でご確認ください。マイページの「給与・福利厚生」画面より、
給与明細の照会画面が確認できます。 

9 



Web給与明細 

Web給与明細についてご案内します。 
皆さんの給与明細はこちらから見ることが出来ます。 

10 



Web給与明細のログイン方法 

クリックすると、新しいページが開き、こちらのサイトに接続されます。 
11 



12 

Web給与明細 

ご覧のような、企業コード、ユーザーID、パスワードの３点を入力する画面が 
出てきますのでそれぞれ入力してください。 



企業コード、ユーザーＩＤ、パスワードの確認方法 

企業コード、ユーザーID、パスワードの確認方法は、マイページのトップページにある
「Web給与明細へのログイン方法」をクリックしてください。 13 



企業コード、ユーザーＩＤ、パスワードの確認方法 

ログインに必要な情報はこちらに表示されています。 
14 



２ タイムシートについて 

15 



タイムシート書式の確認 
イータイムカードを 
ご使用の方はP17へ 

イースタッフィングをご使
用の方はP24へ 

当社指定の紙タイムシート
をご使用の方はP29へ 

上記以外のタイムシート
をご利用の方は、P47へ

進んでください 

エクセルタイムシートをご
使用の方はP39へ 

出勤簿書式 イースタッフィング

出勤簿書式 イータイムカード

出勤簿書式 当社用

出勤簿書式 HO派遣エクセルタイムシート

ご自分のタイムシートの書式を、契約書上の「出勤簿書式」で 
ご確認の上、該当するタイムシート書式の案内ページへ進んでください。 
先方指定のその他のタイムシートをご使用する際には、別途使用方法を 
ご案内いたしますので、当資料内では詳細説明を割愛させていただきます。 

16 



初回設定-ログイン情報- 

企業ID：bstyle 

ユーザID：フェローコード（6桁） 

パスワード：初回パスワードはユーザIDと同じ 

17 

こちらがイータイムカードログイン画面です。 
ログインは、契約書に同封している「イータイムカード操作手順」に記載しているURLにアクセスをすることによって 
可能です。ログイン後、パスワードとメールアドレスの変更と承認者様の確認を行ってください。 



初回設定-承認者様の確認- 

承認者様が設定されているかご確認ください 

18 

皆さまの勤怠を承認するご就業先のご担当者様が表示されているか、ご確認ください。 
承認者様のアカウントが仮登録の状態となっている場合、日々の勤怠申請ができかねます。 
その際には、お手数ですが承認者の方に「イータイムカードのアカウント登録をお願いします」とお伝えください。 



出勤日の就業後は必ず日々申請をします 

19 

ご出勤日の就業後には必ず日々申請
画面から勤怠の申請をします。 
 
区分は「通常」を選択していただき、
「定時」をクリックして、開始・終了時刻
を登録し、休憩時間は手動でご入力く
ださい。 
 
契約書上の就業時刻以外で出勤され
た日には「定時外」をクリックしてからご
入力ください。 
 
最後に「申請」をクリックしてください。 
立替金が発生した場合には、 
一緒にご申請ください。 



有休休暇（全日・半日）の申請 

20 

有給休暇（全日）を取得した日は、 
区分は「年休」を選択して申請してください。 
当画面からの年休申請がない場合、 
有給休暇として承ることができかねます。 
 
2023年4月1日より、ご契約の所定労働時間が 
6時間以上となる場合は、有給休暇の半日単位 
の取得も可能です。 
半日単位の有給休暇を取得した場合、区分は 
前半休、または、後半休を選択し、 
開始時刻、終了時刻には実際に就業した時間 
をご入力ください。 
 
もし、法定休日に出勤する場合は、区分は 
「休出」を選択して申請してください。 
法定休日に関してはご契約ごとに異なりますので、 
契約書をご確認ください。 



月の締め申請 

最終出勤日＝締め申請期日 

勤怠ミス・モレがないか 
必ず確認してください 

21 

月の最終出勤日には、日々申請のほか、
必ず締め申請をしてください。 
 
締め申請の期日は毎月末日に固定で
はなく、最終出勤日です。 
 
すべての日々申請が承認される前でも、
締め申請は可能ですので、必ず期日に
申請するようお願いいたします。 



月の締め申請 

勤怠ミス・モレがないか必ず確認してください 

22 

ビースタイルスマートキャリアにて勤怠が確認されると、 
ロックがかかり申請内容の修正ができなくなります。 
 
勤務時刻のミスや、ご出勤されていた日に勤怠が 
登録されていなかったなど、申請漏れがないかを 
必ず確認してください。 



操作方法詳細 

23 

イータイムカードでは、ログイン後の画面からマニュアルを 
ご確認いただけます。 
申請内容の修正方法確認や操作に迷われた際には 
ご活用くださいませ。 
イータイムカードの操作説明は以上となります。P47へ進んでください。 



企業ID：bstyle 
 
ユーザID：フェローコード（6桁） 
 
パスワード：初回パスワードはユーザIDと同じ 

ログインについて 

ご就業先のネット環境からのみログイン可能です。 
ご自身のスマートフォン等ではアクセスできませんので 
ご注意ください。 

24 

こちらがイースタッフィングログイン画面です。 
 
ログインは、契約書同封の案内書に記載しているURLにアク
セスをすることによって可能ですが、ご就業先のネット環境から
でしかログインできないためご注意ください。 
 
ログイン後、パスワードとメールアドレスの変更を行ってください。 



出勤日の就業後は必ず日々申請をします 

25 

勤日には必ず日々申請画面から勤怠の申請をします。 
区分は「通常」をご選択の上、「定時入力」、休憩時間も忘れずにご入力の上 
「申請する」をクリックしてください。 
契約書上の就業時刻以外で出勤された日には手動でご入力ください。 
立替金が発生した場合には、一緒にご申請ください。 
 
また、有給休暇を取得した日は区分の「年休」をご選択して申請してください。 
当画面からの年休申請がない場合、有給休暇として承ることができかねます。 
 
2023年4月1日より、ご契約の所定労働時間が6時間以上となる場合は、 
有給休暇の半日単位の取得も可能です。 
半日単位の有給休暇を取得した場合、区分は前半休、または、後半休を選択し、 
出勤、退勤には実際に就業した時間をご入力ください。 
 
もし、法定休日に出勤する場合は、区分は「休出」を選択して申請してください。 
法定休日に関してはご契約ごとに異なりますので、契約書をご確認ください。 



月の締め申請 

最終出勤日＝締め申請期日 

勤怠ミス・モレがないか 
必ず確認してください 

26 

月の最終出勤日には、日々申請のほか、必ず締め申請を 
してください。 
 
イースタッフィングの勤怠カレンダーは1日～15日、 
16日～末日で分かれているため、締め申請は月中にも 
必要です。 
 
最終の締め申請の期日は末日に固定ではなく、 
最終出勤日です。 
 
すべての日々申請が承認される前でも、締め申請は可能 
ですので、期日に忘れず申請するようお願いいたします。 



月の締め申請 

勤怠ミス・モレがないか 
必ず確認してください 

27 

ビースタイルスマートキャリアにて勤怠が確認 
されると、ロックがかかり申請内容の修正が 
できなくなります。 
 
勤務時刻のミスや、ご出勤されていた日に勤怠
が登録されていなかったなど申請漏れがないか
を必ず確認してください。 



操作方法詳細 

28 

イースタッフィングでは、ログイン後の画面からマニュアルをご確認いただけます。 
申請内容の修正方法確認や操作に迷われた際にはご活用くださいませ。 
イースタッフィングの操作説明は以上となります。P47へ進んでください。 



必要事項の記入-就業年月・フェローコード・JOBコード- 

29 

当社書式の紙タイムシートはご就業開始前までに
マイページに登録の住所へ郵送いたします。 
 
まずはじめに、タイムシート左上の必要事項を 
ご記入ください。 
 
特に就業年月、フェローコード、JOBコードは 
記入間違いが多いため、ご注意ください。 
 
タイムシートは就業年月ごとに１枚使用し、 
月が替わるごとに記入してください。 



必要事項の記入-就業年月・フェローコード・JOBコード- 

雇用契約書 兼 就業条件明示書 

30 

「フェローコード」はマイページのログインIDと同
じです。 
 
または、契約書の上段にお名前と一緒に記載
されていますのでそちらをご確認ください。 
 
「ジョブコード」は契約書の左上に記載されて
いますのでご参照ください。 



必要事項の記入-業務内容・責任の程度・役職名- 

雇用契約書 兼 就業条件明示書 

31 

続いて、タイムシート左中央あたりにある、業務内容、責任の程度および
役職名についてご記入ください。こちらも契約書面にそれぞれ記載が 
ありますので、ご確認の上、ご記入をお願いいたします。 



出勤日の就業後必ず記入・署名をいただく 

タイムシート 

有給休暇（全日）取得日には
必ず区分「3」を 
ご記入ください。 

有給休暇（半日）取得日には 
前半休…区分「6」と就業時間 
後半休…区分「7」と就業時間 
をご記入ください。 

32 

タイムシートは出勤日の就業後に必ず記入して下さ
い。そのまま企業担当者様にタイムシートをお渡し
し、必ずその日ごとに署名をいただいてください。 



出勤日の就業後必ず記入・署名をいただく 

タイムシート 

33 

有給休暇（全日）を取得した日には区分「3」をご記入くだ
さい。その際、時間の記入と承認は不要です。 
タイムシート上での申請がない場合、有給休暇として承ること
ができかねます。 
 
2023年4月1日より、ご契約の所定労働時間が6時間 
以上となる場合は、有給休暇の半日単位の取得も可能です。 
半日単位の有給休暇を取得した場合、前半休の時は区分
は「6」、後半休の時は区分は「7」として就業時間をご記入く
ださい。 
 
もし、法定休日に出勤する場合は、区分は「8」、開始時刻、
終了時刻、休憩時間には実際に就業した時間を記入してく
ださい。 
法定休日に関してはご契約ごとに異なりますので、契約書を
ご確認ください。 



当月の最終出勤日に承認の署名をいただく 

派遣先担当者 

34 

その月の最終出勤日には、日次承認のほか、「月末までの勤怠を 
承認しました」の欄にも署名をいただいてください。 
こちらにも署名がないと、お給与の計算が始められません。 



当月の最終出勤日にタイムシートをＦＡＸ 

35 

最終出勤日に月末の承認をいただいたら速やかに、1枚目の「本人控え」をビースタイルスマートキャリアへ
FAXして下さい。また立替金が発生した場合は、立替金精算書も一緒に送信して下さい。 
なおFAX利用の際は、一言お客様へ「FAXを使わせていただきます」とお伝えしてFAXをしましょう。 
 
ご自宅や職場からFAXを送信する場合、フリーダイヤルをご利用いただけます。 
コンビニエンスストア等有料のFAXから送信する場合は、送信時の費用はご負担くださいますよう 
お願いいたします。 



当月の最終出勤日にタイムシートをＦＡＸ 

36 

FAX送信後、2枚目の派遣先控えは、企業担当者様へ 
お渡しください。 



FAX送信後15分以降… 

到着確認を忘れずに！ 

37 

FAX送信後15分以降にFAXが 
届いているか、お手数ですが 
到着確認を行ってください。 
 
自動アナウンスが流れます 
ので、その指示に従って 
ください。 
 
到着確認の電話番号は、 
タイムシート左下に 
記載されています。 



と記入してください。 

よくある記入間違い 

休憩時間を取ったけれど記載し忘れてしまう 

38 

休憩時間を取ったけれど記載し忘れてしまう、というケースが多いのでお気を付け下さい。 
1時間の休憩を取った場合は、見本に書いてある通り、休憩時間の欄に「1 0 0」と記入してください。
タイムシートの書き方については以上となります。P47へ進んでください。 



必要事項の記入-就業年月・フェローコード・JOBコード- 

39 

エクセルタイムシートのファイルはメールにてお送りいたします。 
 
まずはじめに、タイムシート左側の必要事項をご入力ください。 
特に就業年月、フェローコード、JOBコードは入力間違いが多いため、
ご注意ください。 
 
タイムシートは就業年月ごとに１枚使用し、月が替わるごとに 
入力してください。 



必要事項の記入-就業年月・フェローコード・JOBコード- 

雇用契約書 兼 就業条件明示書 

40 

「フェローコード」はマイページのログインIDと同じです。 
または、契約書の上段にお名前と一緒に記載されていますのでそちらをご確認ください。 
「JOBコード」は契約書の左上に記載されていますのでご参照ください。 



必要事項の記入-業務内容・責任の程度・役職名- 

雇用契約書 兼 就業条件明示書 

41 

続いて、タイムシート左中央あたりにある、業務内容、責任の程度および
役職名についてご入力ください。こちらも契約書面にそれぞれ記載があり
ますので、ご確認の上、ご入力をお願いいたします。 



出勤日の就業後必ず入力・署名をいただく 

タイムシート 

42 

タイムシートは出勤日の就業後に必ず入力してください。 
区分の入力は必須です。タイムシート上部に記載のある 
区分の内容を確認し、その日の勤務区分に該当する 
数字を選択してください。 
 
また、就業場所についても該当する区分を入力後、 
メールにて企業担当者様にお送りし、必ずその日ごとに 
署名をいただき、返送していただいてください。 



出勤日の就業後必ず入力・署名をいただく 

タイムシート 

43 

有給休暇（全日）を取得した日には区分「3」をご記入 
ください。その際、時間の記入と承認は不要です。 
タイムシート上での申請がない場合、有給休暇として承る 
ことができかねます。 
 
2023年4月1日より、ご契約の所定労働時間が6時間 
以上となる場合は、有給休暇の半日単位の取得も 
可能です。 
半日単位の有給休暇を取得した場合、前半休の時は 
区分は「6」、後半休の時は区分は「7」として就業時間を 
ご記入ください。 
 
もし、法定休日に出勤する場合は、区分は「8」、 
開始時刻、終了時刻、休憩時間には実際に就業した 
時間を記入してください。 
法定休日に関してはご契約ごとに異なりますので、 
契約書をご確認ください。 



当月の最終出勤日に最終承認の署名をいただく 

44 

当月の最終出勤日には、日次承認の署名と共に「最終承認欄」 
にもご入力いただいてください。 
ここにも署名がないと、お給与の計算が始められません。 



当月の最終出勤日に当社へタイムシート送信 

ts@b-style.net 

45 

月末の承認欄の入力をいただいた後は、速やかにエクセルファイルを
「ts@b-style.net」にメール送信して下さい。 
タイムシートが正しく受信されると、システムから自動返送メールが配信 
されますので、ご確認下さい。 
また立替金が発生した場合は、立替金精算書も一緒に送信して下さい。 



と記入してください。 

よくある記入間違い 

休憩時間を取ったけれど記載し忘れてしまう 

5  10  00    16   00     

1 00 

46 

休憩時間を取ったけれど記載し忘れてしまう、 
というケースが多いのでお気を付け下さい。 
1時間の休憩を取った場合は見本に書いてある通り、 
「1 0 0」と入力してください。 
タイムシートの書き方については以上となります。 
次のページへ進んで下さい。 



記入ミス・記入モレ、当社提出遅延に注意！ 

雇用契約書 兼 就業条件明示書 

47 

皆さまの給与はタイムシートをもとに計算し 
支給されます。 
正しく記入し、提出期日までに企業担当者様に
承認をいただき当社に提出してください。 
 
記入を間違えてしまうと、皆さまのお給料が正
しく支払われなくなるほか、ご就業先へご迷惑
をおかけすることにもつながります。 
 
また、ご就業先によっては月末の他にもタイム
シートの締め・提出が必要な場合がございます。 
担当よりご案内するほか、契約書上のタイム
シート締日が末日以外の場合には、 
タイムシート締日と月末最終出社日の二度の提
出が必要となりますのでご確認ください。 
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タイムシートの利用方法詳細、お問い合わせ先はフェローマイページからもご確認いただけます。 
タイムシートについての説明は以上となります。 
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３ お休みをされる際の連絡方法ついて 



①就業先へ連絡 

②ビースタイル スマートキャリアへ連絡 

当日の欠勤連絡は必ず電話で！ 

【重要】勤怠連絡の順番 

50 

事前にお休みをしたい旨を連絡したい場合、また急な欠勤の場合、
いずれも最初に就業先のご担当者へのご連絡をお願いします。 
その後ビースタイル スマートキャリアへ、マイページから 
ご連絡ください。 



勤怠連絡をしたい方 

51 

当日欠勤・遅刻の場合、
お電話で就業先に連絡
したあと、マイページ
の「勤怠連絡」ボタン
よりご連絡ください。 
 
事前にお休み・遅刻・
早退することが決まっ
ている場合は早めに報
告を終わらせるように
しましょう。 



勤怠連絡をしたい方 
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こちらのページから各項目を選択し、理由の記載をして申請ください。 



有給申請の締日 

この日は有給休暇として 
お休みをしたい場合・・・ 

この日までにマイページから
の申請をお済ませください。 

53 

有給休暇は、就業月の末日までであれば、申請が可能です。 
それ以降になった場合や、タイムシートにて申請がない場合は、有給休暇
として承ることができませんのでご注意ください。 
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４ なにかお困りごとがあったら 



各種連絡・相談先 

フォロー担当 

55 

就業先で困ったことがあった、契約を途中で解約しなければならない家庭の事情
があるなど、就業中の相談事項はフォロー担当までお願いします。 



各種連絡・相談先 

フォロー担当 

56 

ご自身のフォロー担当はマイページで確認できます。 



各種連絡・相談先 

フォロー担当 

57 

また、「雇用契約書・兼・就業条件明示書」の 
『派遣元・苦情の処理申出先』にも記載されています。 
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5 雇用保険・社会保険について 



社会保険・雇用保険加入条件 

保険種別 加入要件  

 雇用保険 
・31日以上の契約が見込まれること 
・ご契約上の所定労働時間が週20時間以上 

 社会保険 
  -健康保険 
  -厚生年金保険 

▼ご契約上の所定労働時間が週20～30時間の方で、 
 以下２つの要件をすべて満たす方 
①月額賃金88,000円以上 
②２ヶ月を超える契約が見込まれる場合 
 
▼ご契約上の所定労働時間が週30時間以上の方で、 
 以下の要件を満たす方 
①２ヶ月を超える契約が見込まれる場合 

※加入要件を満たした就業条件にてご就業される場合、加入義務が発生します。 
※要件を満たす場合、契約の初日より加入となります。 
※皆様の保険加入状況と保険加入資格の有無を法令により派遣先へお知らせしています。 
 加入資格があり手続き未済の場合は、派遣先にて受入出来ない場合がございますので、速やかにお手続きを 
 お願いいたします。 
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保険の種別ごとに、加入要件を満たしている場合は原則として加入が必須となります。 
加入要件は下記の通りです。 



ご就業条件により加入する保険が変わります。契約内容をご確認ください。 

ご自身の保険の加入状況を契約書でご確認ください 

60 



保険情報について 
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ご加入されている保険の情報はマイページの 
有休・保険情報ページ上にも表示されています 
のでご確認ください。 
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6 ご就業開始前迄に必ず実施をお願いしたいこと 



63 

保険情報申請 

お届けしたオリエンテーションセットの中の 
「各種保険加入について」に基づいてマイページより申請をお願いします。 
保険加入要件を満たされた対象の方のみ、マイページ上で、「保険加入申請」が表示されます。
必ず登録をしてください。 



書類到着後3日以内に、 

マイページ「各種申請手続き」より、
給与振込用銀行口座の登録をお願い 
します。 
 
 
お届けした書類の中に、 
登録方法に関するご案内書類「給与振
込用銀行口座の登録について」が同封
されておりますので、 
あわせてご参照ください。 

給与振込用銀行口座の登録について 

64 



65 

マイナンバーの申請（マイページより） 

マイナンバー制度に基づき、当社にてご就業いただく場合に
はマイナンバーの登録をお願いしております。 
 
マイページの マイナンバー（個人番号）申請フォーム 
より、申請を行ってください。 
 
詳細については、お届けした書類にあるご案内 
「マイナンバーの申請方法について」を 
ご確認ください。 
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メールのドメイン指定受信設定 

「@b-style.net」の 
受け取りができるように設定 

メールでご連絡することが多いため、ビースタイル スマートキャリアからのメールを
受信できるよう、設定をお願いいたします。 
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就業先企業の連絡先の登録 

雇用契約書 兼 就業条件明示書 

お休みの連絡、急な遅刻が発生したときの
ために、就業先の電話番号をご自身の携帯
電話に登録しておきましょう。 
 
「雇用契約書・兼・就業条件明示書」の
「指揮命令者」欄の電話番号が就業先企業
の連絡先になります。ご確認ください。 
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マイページの情報更新 

ご就業開始前に、もう一度マイページのご登録内容を最新の情報に更新して下さい。 
特にご登録住所やお電話番号、メールアドレスにお間違いがないか、 
また、もしものときのために「緊急連絡先」の登録もお願いいたします。 
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就業規則の確認 

なお、派遣社員の皆さま向けの就業規則は、マイページに掲載しています。 
ご覧になりたい方はマイページの「就業が決まった方」より、ご確認下さい。 
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キャリアアップ措置について 

キャリアアップ措置 詳  細 

キャリアコンサルティング 

下記の窓口までご連絡いただければ、電話、もしくは対面でのキャリア 
コンサルティングの日程を調整させていただきます。 
 電話番号：0120-911-254 
 メール：ux-info@b-style.net 

教育訓練 

当社指定の研修受講期間が近づきましたら、対象の方には 
ご登録のメールアドレスに詳細メールをお送りします。 
パソコンだけでなく、スマートフォンからもご利用いただける 
eラーニングをご用意しております。 
 
就業継続期間、勤務時間によって受講いただく時期や内容が 
異なります。 

また、当社のキャリアアップ措置は以下のようになっております。 
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フォロー担当 

ここまでご確認いただき、作業が完了しましたら、
準備、万端です。就業初日をお待ちください。 
 
ご不明な点はフォロー担当宛にご遠慮なく 
お尋ねください。 
 
マイページの「よくある質問」のコーナーや、
チャットボットもご利用ください。 



・契約更新について 

・有給休暇の付与について 

・各種証明書などの発行依頼について 

・契約更新・勤怠連絡の 
  マイページでの申請方法についての詳細 

さらに詳しい情報を知りたい方は 
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P74へ 

P79へ 

P83へ 

P94へ 

更に詳しい情報を知りたい方は、各ページへお進みください。 
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１.給与のお支払いについて 

理解したか不安な項目をクリックしてください 

２.タイムシートの書き方について 

３.お休みをされる際の連絡方法について 

４.なにかお困りごとがあったら 

５.社会保険・雇用保険について 

６.就業前までに必ずご準備いただきたいこと 

ご案内は以上です。 
理解できたか不安な項目がありましたら、各ページへ進み、再度確認してください。 
全て理解できましたら、本資料での確認事項は終了です。 

P101へ 

P102へ 

P103へ 

P104へ 

P105へ 

P106へ 
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契約の更新について 



契約更新について：メールかお電話でご連絡 
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契約更新はメールもしくは電話でご連絡します。 



初回契約時のご連絡時期 

契約満了日 

契約終了２週間前 
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ご連絡時期は、初回のご契約の場合、契約終了の２週間前を目途に、 
更新の有無をご連絡します。 



契約更新有無 確認期日 
※契約満了日の30日前 

契約更新の確認メール送信日 
※契約満了日の55日前 

2回目以降契約更新時のご連絡時期 

契約満了日：2/28 

77 

２回目以降の契約更新のご連絡時期は、契約満了日の約５５日前から順次にメールもしくは 
お電話でご連絡します。お預かりしたご意向を営業担当が派遣先企業様へ確認・相談をします。
契約満了日の３０日前までには契約更新の有無が確定いたします。 



マイページからビースタイル スマートキャリアへの連絡方法 
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申請は、マイページの「就業中の方の各種連絡」の「契約更新申請・勤怠連絡 
・フォロー担当への問い合わせ」から行います。 
ご相談のある場合も「相談あり」と申請が可能ですので、まずは状況をお知らせ下さい。 
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有給休暇について 



有給休暇の付与日数の条件 

週30時間以上

- 週5日 週4日 週3日 週2日 週1日

- 215日以上 167-214日 119-116日 71-118日 48-70日

6ヶ月 10 日 10 日 7 日 5 日 3 日 1 日

1年6ヶ月 11 日 11 日 8 日 6 日 4 日 2 日

2年6ヶ月 12 日 12 日 9 日 6 日 4 日 2 日

3年6ヶ月 14 日 14 日 10 日 8 日 5 日 2 日

4年6ヶ月 16 日 16 日 12 日 9 日 6 日 3 日

5年6ヶ月 18 日 18 日 13 日 10 日 6 日 3 日

6年6ヶ月以上 20 日 20 日 15 日 11 日 7 日 3 日

④

勤

続

年

数

週30時間未満①週の所定労働時間数

②週の所定労働日数

③年の所定労働日数
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まずはじめに有給休暇の、付与日数の条件についてご案内します。 
有給休暇は、就業6ヵ月以上が経過した方に付与されます。 
付与日数は付与日時点のご契約と付与までの期間に就業した日数に応じて決まります。 
実際に付与される日数は、マイページの「有給、保険情報」から確認ができます。 



有給休暇の残日数確認方法 
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有給休暇の残日数を確認する方法についてご案内いたします。 
まず、マイページの「有休・保険情報」をクリックしてください。 



有給休暇の残日数確認方法 

● ● 

● 

82 

有休情報の「残日数」や「利用日数」「付与日数」などが確認できます。
情報の更新は、給与の締めの後に実施されますので、更新日時に 
ご注意ください。 
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各種証明書などの発行依頼について 
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各種申請手続き 

各種申請手続きをご案内します。 
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各種証明書の発行依頼 

各種証明書の発行依頼はご覧のこちらからご対応頂けます。 
ページ上部の各タブをクリックすると、ご案内が表示されますのでご活用ください。 
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各種申請手続き 

ご希望の申請項目をお選びください。 
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各種証明書の発行 

各種証明書をクリックし、表示された指定項目を入力してください。 



88 

源泉徴収票の発行 

「源泉徴収票の発行」をご希望の場合はこちらをクリックしてください。 



89 

給与振込用銀行口座の登録変更 

給与振り込み用口座の登録変更もこちらから申請可能です。 
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申請履歴 

これまでご案内した申請はこちらの【申請履歴】から確認ができます。 
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申請履歴 

申請した内容の履歴は、３か月経ちますと自動削除されますのでご注意ください。 
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各種ダウンロード 

タイムシートや立替金清算書の送付依頼、立替金精算書のダウンロードはこちらからお願いします。 
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各種ダウンロード 

タイムシートや立替金精算書の 
送付依頼時には、かならず就業先名を 
ご登録ください。 
 
発送には１週間程度のお時間を 
頂戴しております。 
時間に余裕をもってご依頼ください。 
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  契約更新・勤怠連絡の 
  マイページでの申請方法についての詳細 



95 

就業中の方 各種連絡 

契約更新の申請、勤怠連絡、営業担当への連絡が必要になった際の、
連絡方法についてご案内します。 
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就業中の方 各種連絡 

契約更新申請・勤怠連絡・営業担当への問合せをクリックしてください。 
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契約更新申請・勤怠連絡・営業担当への問合せ 

ご希望の連絡内容をご確認頂き、各サイトへ進んでください。 
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契約更新に関する手続きをしたい方 

現在の契約情報はページ上段に表示されます。 
「契約更新申請」のボタンをクリックして下さい。 
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契約更新に関する手続きをしたい方 

更新を希望する場合は契約期間を、更新を迷っている場合、 
更新を見送る場合もこちらのプルダウンから選択してください。 
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契約情報の表示について 

当社より２社以上ご就業頂いた方は各ボタンは押すことはできませんが、
ページ下に・前回までのご契約情報が掲載されています。 



101 

給与のお支払いについて・まとめ 

・締日は当月末です 
・給与のお支払日は翌月20日です。 
・20日が土日祝日の場合は、前銀行営業日です 
・給与明細はマイページ上で確認可能です。 
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タイムシート書き方・まとめ 

・ご自身のタイムシート形式は契約書を確認してください。 
 
・出勤日には必ずタイムシートの入力・記入をしてください。 
 
・ご就業月の最終出勤日に必ず締め申請（当社への提出）をしてく
ださい。 
 提出遅延や記入モレ・ミスがあるとお給与を正しくお支払いでき
ない場合があるほか、ご就業先へご迷惑をお掛けすることにもつな
がります。 
 
・年次有給休暇をご利用の方は、必ずタイムシート上でも申請をし
てください。 
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お休みをされる際の連絡方法・まとめ 

・まずは就業先へ電話連絡し、その後ビースタイル スマート 
 キャリアへ、マイページから連絡してください。 
 

・事前にお休みなどが決まっている場合は早めに報告下さい。 
 

・有給申請は就業の末日までであれば申請が可能です。 
 それ以降は有給としてお手続きができない場合があります。 
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お困りごとがあったら・まとめ 

・就業中の相談事項は、フォロー担当まで 
 ご連絡ください。 
 

・ご自身のフォロー担当はマイページ、もしくは 
 「雇用契約書 兼 就業条件明示書」の 
 『派遣元苦情の処理申出先』にてご確認いただけます。 
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社会保険 雇用保険について・まとめ 

・条件をみたしている場合は、原則として加入必須です。 
・就業条件により、加入する保険が変わります。 
・加入されている保険の情報はマイページでも確認可能です。 

保険種別 加入要件  

 雇用保険 
・31日以上の契約が見込まれること 
・ご契約上の所定労働時間が週20時間以上 

 社会保険 
  -健康保険 
  -厚生年金保険 

▼ご契約上の所定労働時間が週20～30時間の方で、 
 以下２つの要件をすべて満たす方 
①月額賃金88,000円以上 
②２ヶ月を超える契約が見込まれる場合 
 
▼ご契約上の所定労働時間が週30時間以上の方で、 
 以下の要件を満たす方 
①２ヶ月を超える契約が見込まれる場合 

※加入要件を満たした就業条件にてご就業される場合、加入義務が発生します。 
※要件を満たす場合、契約の初日より加入となります。 
※皆様の保険加入状況と保険加入資格の有無を法令により派遣先へお知らせしています。 
 加入資格があり手続き未済の場合は、派遣先にて受入出来ない場合がございますので、速やかにお手続きを 
 お願いいたします。 
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就業前までに必ずご準備頂きたい事・まとめ 

・提出書類のご準備 
 
・マイナンバーの申請 
 
・メールのドメイン指定受信設定 
 
・就業先企業の連絡先の携帯への登録 
 
・マイページの情報更新（特に緊急連絡先） 


