登録者マニュアル

名前 ：

このマニュアルには当社で働く上で、必要な情報を記載しています。
紛失等のないようしっかりと管理し、内容をきちんと把握してください。

2019.03現在

※当社では個人情報保護法に基き､個人情報の安全な運用と管理を行っています｡
※登録をされた方の個人データは登録者データとして保持し､当社業務の円滑な運用にのみ使用します事をご了承下さい｡

当社の業務形態は「業務請負」です。派遣ではありませんのでご注意下さい。

ジェイウイング

株式会社
新宿オフィス（本社）

〒160-0023 新宿区西新宿7-8-13 第二萬寿金ビル４F

お仕事のご予約・お問合せ

ＴＥＬ

03-5348-7715
必ず『おはようございます。アルバイトの○○(フルネーム)です』と言ってから、続けて要件をお伝えください。

MAIL

info@jwing.jp/system@jwing.jp
件名・本文どちらかに必ず、名前を『フルネーム』で入れるのを忘れないでください

H P
個人ページ

http://jwing.jp
パスワードは不定期に変更されます

お仕事情報掲載・
各種マニュアルなど

仕事詳細・各種登録・お給料確認

(くじらSMS)

https://jwstaff/sys/s/

営業時間

月曜～土曜 10：00～19：00（日曜・祝日休業）

行動指針
ジェイウイングスタッフは〝真面目でいいヤツ“をモットーに・・・

１．さわやかな笑顔で
２．大きな声で挨拶・返事
３．時間にきっちり
４．思いやりを持って
５．会話で繋がろう ！
どんな業務でも、上記指針を踏まえて行動することが、ジェイウイングスタッフの登録条件です！
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ジェイウイングのお仕事はコンサート・イベントに関して
多種多様な現場があります。
現場ごとに条件などがありますのでご確認ください。

お仕事のご紹介
男性が多い現場

運営（接客）業務

女性が多い現場

コンサート・演劇

セミナー・展示会

イベント・その他

コンサート・演劇などの客席案内・受付・
警備と付随する裏方業務など。

企業イベント・会社説明会・株主総会・
記者発表会・大規模展示会の案内誘導など

屋外イベント・夏祭り・車レースの案内誘導
・着ぐるみ・サンプリングなど

市民会館などのホール・ライブハウス・
大劇場・小規模劇場など

ビックサイト・東京国際フォーラム・幕張メッ
セ・ホテル・会議室など

公園・イベント会場・サーキット場など

運営

運営（誘導）

運営（本番）
待機列整理
チケットもぎり(改札)
客席案内
ステージ・楽屋警備
プレゼント受付

物販（販売）

待機列整理
会場案内・呼び込み
座席案内
資料配布

待機列整理
会場案内・呼び込み
アトラクション補助
参加者受付

運営（受付）

着ぐるみ
着ぐるみアクター
とその補助

参加証の引換
当日申込対応
講師受付
おみやげ引換
総合案内

グッズ販売
チケット販売
ドリンク販売
入場料領収

サンプリング
資料やチラシの
配布

進行補助

裏方業務

準備・アッセン

ホットミール

配布物の折込
備品の準備など

ステージ進行管理
講演のリハーサル
キッカケ（指示）出し
出演者の誘導

出演者・STAFF向け
食事配膳

ケータリング

電話応対・データ入力
参加申込の電話受付
やアンケートデータの
PC入力など

楽屋の準備・面会・
出演者対応など

服装例

持ち物： メモ帳・ペン・腕時計

※案件ごとに細かく変わります。
必ず詳細をご確認ください

スーツ系
女性
長髪・染髪不可
ヒゲ・ピアス等不可
【服装】
ダーク系スーツ
白Ｙシャツ・黒革靴

とにかく清潔感が重要視されます！

指定なし

パンツ系

男性

基本染髪ネイル・ピアス等不可
※案件により茶髪でもOKな場合
もあります

染髪不可
ネイル・ピアス
等不可

【服装】
チノパン（色指定あり）＋ｽﾆｰｶｰ
※ｶｰｺﾞﾊﾟﾝﾂ・ｶﾗｰｼﾞｰﾝｽﾞ不可
上着は貸与もしくはシャツなど
無地な服

【服装】
ダーク系スーツ
白ブラウス
黒パンプス

セミナー

屋外イベントなど

展示会

基本的に指定はありません
が服装は華美でないものを。
写真は
オフィスカジュアルの例

髪色や服装指定がある場合があります。

サンプリング・
電話応対・入力

カッチリ
宝塚

着ぐるみ
・準備アッセン

ラフ
コンサート≪ライブハウス≫
物販≪チノパン≫

コンサート≪スーツ≫
物販≪スーツ≫

ホットミール
・ケータリング

一部を除いて接客対応のお仕事になります。来場するお客様が最初に出会うのが皆さんです。
明るく元気良く！一瞬でもだらけてしまうとせっかく頑張っていても評価されなくなってしまいます。
常に見られている事を意識しましょう。またどうすればお客様がこの催事を楽しんで帰ってもらえるのか、
安全であるかを念頭において行動しましょう。あなたの頑張りがイベントの成功を支えているのです。
現場により服装や髪色などの細かい指定があり、毎回異なりますのできちんとご確認下さい。
※指定にそぐわない場合現地にてお帰り頂くことがあります。
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作業系(仕込・撤去)業務
コンサート・舞台（演劇）・展示会・イベントなどの設営や撤収・機材の積み降ろしなど
アリーナ会場（日本武道館・さいたまスーパーアリーナ・幕張メッセ・横浜アリーナetc.）、野外会場（FUJIROCK etc.）
市民ホール・劇場・スタジオなど
舞台ができるまで

機材荷降・設営

仕込

まずは搬入

撤去（ﾊﾞﾗｼ）

作業

解体・機材積込
倉庫での機材積降し
舞台美術の製作手伝い

照明をつり
こんで

服装
・茶髪・長髪・ヒゲOK
・作業着（動きやすくて汚れてもいい服装）
（上に関しては自由、下は必ず十分丈の物）
・サンダル・クロックス・革靴はNGです！
・スニーカー・安全靴などを履いて下さい
・滑り止め付き軍手、頭に巻くタオル持参

床をつくって
大道具を設置

舞台美術製作の手伝い

楽器搬入・
シュート
（照明調整）

✓現場の控室は共有スペースです。 （貴重品は自己管理です。財布はポケットに入るサイズで！）
✓現場は挨拶に始まり挨拶で終わります。大きな声で挨拶をするとそれだけで印象がよくなります
✓指示内容の不明点はわからないまま進めず、社員・チーフ等に確認して、進めていきましょう！
✓作業&屋外現場は、夏場は水分補給を忘れず・着替えやタオルの準備、冬場は寒さ対策をしっかりと！！

ステージハンド(ステハン)業務
服装
ステージ転換
✓コンサート・舞台などのステージ転換業務です！
✓バンドセットの出し入れや、舞台場面転換の補助などを行います！
✓演出に関わる非常に重要な役割です！緊張感を持ってお願いします！
✓事前の打合せ・リハーサルで本番の動きをしっかりと確認！
✓舞台に上がっても裏方です！黒で統一した目立ない服装も大事！

・上下黒服で統一！
・柄はワンポイント
まで！
・イベントTシャツ、
バンドTシャツNG

その他の業務
仕本徹（仕込本番撤去）

服装

✓一日で仕込・本番・撤去を通して行う業務です。
✓本番は接客業務ですので身だしなみを整えてお越しください！
✓スーツ持参の場合ネクタイ・革靴など一式忘れずに！

野外フェス
✓フジロックや朝霧JAMといった大型フェスのお仕事です！
✓長期(1～3週間程度)で仕込・本番・撤去を行います！
✓宿泊現場となる場合があります！宿・食事つき！
✓日本を代表するフェスに携わるチャンス！！
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・作業着と本番着を現場中に着替えます！
・スーツ、きれいな私服をお持ちください
（現場により指定が異なります！）

個人ページ（くじらSMS）について
個人ページでは仕事予約後の「業務の詳細」や「給料明細」などを閲覧したり、
予定などを登録したりできます。
主にできる事

https://jwstaff.jp/sys/s/
個人ページ（くじらＳＭＳ）

予約したお仕事の

「承諾」「詳細確認」「変更確認」

終わったお仕事の

「明細」「源泉徴収票」の表示

各種登録 「スケジュール登録」「銀行口座」「顔写真」「資格」など

ログイン
会社からのお知らせです

●

会社よりのあなたに是非お願いしたいお仕事情報
早い者勝ちです！
予約した仕事の確定・詳細確認など
※次のページ（P.5）で説明します
お給料明細・源泉徴収票を確認できます

仕事に入れる日・入れない日などが
登録できます。
お給料の振込口座の登録ができます
※お給料のページ（P.7）で説明します

現在の顔写真をご登録ください。
※登録がされていないとお仕事エントリーができません
お持ちの資格や趣味をご登録下さい！
選考の際に参考とさせて頂きます！

顔写真登録の見本

NGな例！

ＯＫ！

遠すぎる

顔を隠す
近すぎる
4

複数人写っている
スナップ写真など

横を向いて
いる
加工写真
インスタ写真

お仕事の予約～当日

ＳＴＥＰ１．仕事の予約
稼働メニュー

お仕事情報

スケジュール登録

個人ページ

ホームページ
内お仕事情報

メールで
一斉配信

業務可能日を登録！

会社に「電話」or「メール」で申込

会社からお願いしたい
お仕事をご連絡

選考の結果を会社からお電話致します！
既に定員に
達している場合や
条件が合わない場合

スケジュールOKで
依頼可能な場合！

予約不成立

内容に変更があった
場合に表示されます。
必ずご確認ください！

予約成立

承諾確認
予約ができたら内容を確認の上、必ず「承諾確認」
ページ内の[登録]ボタンを押してください。
※行わないとお仕事がお願いできなくなる場合があります。

説明確認
予約成立後のキャンセルは受け付けていません。
止むを得ない事情の場合は電話で即時連絡して下さい
当日の緊急連絡先
（担当社員の番号）

ＳＴＥＰ２．説明確認
服装持ち物等
必ずよく確認
をしてください

基本２日前ダヨ。
時間厳守！

仕事に入る「２日前」の「10：00～17：00」に説明確認ページの
内容を確認の上会社に詳細を見ましたと「お電話」ください。
※行わないとお仕事がお願いできなくなる場合があります。

例外

ＳＴＥＰ３．当日
集合場所への乗り換え
など時間には余裕を
持って調べてください

◆火曜日の業務の確認電話は土曜日になります。
◆２日前が休業日（日祝日）の場合は
前営業日に前倒しになります！

＼現場直行直帰！／

案件により出発時に「出発ボタン」を
押して頂く場合があります。

集合時間､集合場所に到着したら点呼者に名前を伝えて下さい！
（自分から積極的に「ジェイウイングの集合場所ですか」と声を掛けて合流！）

1分でも集合時間に遅れそうな場合や､何かトラブルが生じたらすぐに集合時間前までに
必ず緊急連絡先に電話してください（メール・会社留守電はＮGです）。
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お給料の支給規定
■給料支給日と支給方法

給与の締め・支払いは月２回

･［前期分給料］ 1日～15日 ・・・当月末日 銀行振込
･［後期分給料］ 16日～末日 ・・・翌月15日 銀行振込

【重要】注意事項
・個人ページ（くじらSMS）への銀行口座の事前登録が必須になります。
･支給日が土日祝の場合は翌営業日（平日）振込になります。
･当社は「りそな銀行」指定です。他行への振込は事務手数料（54円/2018年10月現在）を
頂戴しております。
・未登録や誤登録、無断欠勤等の場合は振込ができません。別途手続きが必要になります。
一度会社までご連絡ください。
・正しく登録がされないまま、業務した月を含め１年経過した場合の給与は支給ができません。
誤登録のまま振込・差し戻しされた場合は別途『組み戻し手数料（９１８円）＋再度振込手数料』が発生します。
この手数料等は『ご自身の負担』となりますので、十分に再確認をしてください。

当日払い（一部前払い）規定

お給料日より
早く欲しい方！
全現場OK！

・申込期限（事前申告制）
「説明確認（電話）」までに申請してください。当日・事後申請はできません。

・支給金額
業務予定時間の「約９割」を千円単位でお渡しします。 例）給与10,500円→当日払9,000円渡し
※残額（残り1割分・延長分・交通費・遠隔地手当など）は給与支給日に振込となります。
※保険対応手当は当日払いできません。

・支給方法
「現地（対応可能な場合）」or「新宿事務所（営業時間内）」にてお渡しします。
まとめてお渡しも可能です（要相談）。来社受取の場合は日時を予約してください。

・受取期限
前期分（１～15日）を16日以降に、後期分（16～末日）を翌月に受け取ることはできません。
※期限を超えたものは自動的に全額給料日振込となります。

★遅刻・欠勤の場合は当日払いはできません。

ランクアップ（昇給）

お気軽にご来社
ください！

・来社時に業務回数（給料支給された業務）分ランクカードに押印します。
・１日に複数現場に従事した場合はそれぞれ回数分押します。
・ランクアップ後の時給は毎月１日・16日以降の業務より反映されます。
・２ヶ月分以上をまとめて押印する場合は事前にご来社の連絡をください。
・押印は業務月を含めて半年以内とさせて頂きます。期限にはご注意ください。
・紛失等による再発行の際、それ以前の回数スタンプは再押印致しますが、
再発行料として100円を申し受けます。
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振り込み口座の登録
・反映に時間がかかりますので登録・変更は振込日の「7営業日前」までに行ってください。
・登録の際は十分チェックをしてください。誤登録や登録遅れによる入金遅れの損失、
振込先登録誤りによる組み戻し手数料等の責任は負いかねます。
・銀行や支店の統廃合による名称・コード変更がないかご確認ください。

メインメニュー

見本
三菱ＵＦＪ銀行
ミツビシユーエフジェイギンコウ
新宿
シンジュク
銀行ｺｰﾄﾞ

4桁

3桁

支店番号

7桁

支店番号
3桁

口座番号

山田太郎
ヤマダタロウ

銀行・信金

BANK
支店名の
変更に
ご注意下さい

【主要な銀行コード】

銀行コード検索
（金融機関コード）
銀行コードが分からない場合は
こちら↑で検索してください。

りそな銀行：0010
みずほ銀行 ：0001
三菱ＵＦＪ銀行：0005
三井住友銀行：0009
埼玉りそな銀行：0017
常陽銀行：0130
横浜銀行：0138
千葉銀行：0134
楽天銀行：0036
住信ＳＢＩﾈｯﾄ銀行：0038
じぶん銀行：0039

支店名・銀行コード

銀行コード
4桁

支店名にご注意！「新宿支店」「新宿駅前支店」など

ゆうちょ

〒

口座番号変換
↑こちら（記号・番号）では

【ゆうちょ銀行コード】

登録できません

ゆうちょ銀行：9900
【支店名】
●●郵便局ではありま
せんのでご注意ください。

こちらの内容を登録
してください！

振込用の口座の記載がない
場合はこちら↑で検索してください。
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口座番号
7桁

《メール連絡NG事項》 下記の事項は必ず電話連絡して下さい。メールでは受け付けません。
①予約のキャンセル・変更（基本的には受け付けません）
②業務の２日前の詳細確認後の会社への電話連絡（時間厳守）
③当日の遅刻・欠勤連絡（必ず緊急連絡先に即時連絡）

その他注意事項
①業務上の情報の秘匿義務
･ 業務上知り得た情報を会社に許可なく私的に使用(ツイッター・Facebook等のSNS、web上への書き込みなど)
伝播することを禁止します｡（法的処罰・損害賠償の対象となる場合があります）

②時間厳守！業務は真面目に､元気よく！
･ 遅刻や欠勤があった場合にはペナルティー（減給･降格）を課す事があります｡
・ 無断欠勤や勤務態度に問題がありトラブルとなった場合など重大な規約違反があった場合は給与の支給
方法が手渡しになるなど通常とは異なりますのでご注意ください。

③勤務地へは必ず､電車･バス等の公共交通機関で！
･当社では通勤は公共交通機関の使用を指定しております。 自動車やバイク等を使用し、交通渋滞・事故
などの事情で遅れても遅刻の理由にはなりません｡またその事故の補償はできません。
※電車遅延の場合は､遅延証明書を提出して頂くことがあります｡

④業務時間はあくまで予定の時間です！
・予約時・確認時にお伝えする業務時間は予定の時間となっています。
業務進行状況によって、終了時間が前後することがありますので、次の予定等、余裕を持って計画してください。

⑤深夜帯の業務は終了予定をきちんと確認！
〇『終電上がり』について
・夜間の業務では進行状況により各々の終電時刻に合わせて業務終了になる場合があります。
終電上がりの可能性がある現場の場合、説明確認の際にその旨をお伝えしますので必ずご自身の終電時刻を
確認した上で業務に入ってください。
〇『始発待機』について
・夜間の業務で終電時刻以降も業務続行する場合があります。終電時刻以降タクシー送迎など無く午前4：30以前に
業務終了となった場合は“始発待機”という扱いになります。 業務終了後は、基本的に現地解散となります。
〇『タクシー送迎（タク送）』について
・終電時刻以降の業務終了の際、タクシー送迎となる場合があります。タクシー送迎の場合はご自身の登録住所の最寄り駅までの
送迎とし、帰宅方面が同じ方同士で乗り合いとなります。尚、タクシー代は全額当社負担となります。
〇終了予定時刻が深夜帯に及ぶ業務について
・終電上がり、始発待機、タクシー送迎を当日の業務進行状況により決定する場合がございます。
現地の社員・チーフが決定しますので、きちんと説明を聞いて頂き、指示通りの時刻で業務終了できるようご注意ください。

⑥登録内容に変更があればすぐに会社へ連絡を！
・ 住所(最寄駅も含む)･電話番号･メールアドレス等、変更があった場合は､すぐに会社にご連絡下さい｡
・ 遠方への引っ越し等により当社でのアルバイトが出来なくなった場合は､登録抹消の連絡をして下さい｡
抹消していなければ期間が空いていてもお仕事可能です。抹消後は当社から連絡をすることはありません。
※抹消後､登録データは一定期間当社が保有させて頂き、個人情報保護法に基づき、処分させて頂きます。

⑦会社を私用の連絡先にしない！
・ クレジット会社等の連絡先を当社に指定されても､個人情報保護の観点から在籍確認の対応は致しません。

⑧業務は必ずジェイウイングを通して！
・ 登録者個人が当社のクライアントや同業他社から､直接業務を受けることは禁止しています｡
もし誘われる事があった場合はすぐ会社にご連絡下さい｡

その他、登録や業務に関する内容等、質問があればお気軽にご連絡下さい！
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