
基本

レーダーチャート

住所

家族

経歴

資格

業務経歴

使用ソフトウェア

¥200,000 契約社員

103 空港保安警備 空港内警備

2020/03 ○○空港

契約満了のため

201 交通誘導 駐車場内の交通誘導 201 交通誘導 駐車場内の交通誘導

2019/10 2020/02 Ｃデパート ¥200,000 契約社員

ビルの施設警備(巡回、監視、受付等)及び近郊ビルの機械警備業務

¥200,000 契約社員 契約満了のため

107 機械警備 ビルの施設警備(巡回、監視、受付等)及び近郊ビルの機械警備業務 107 機械警備

2019/04 2019/09 Ｓビル

契約満了のため

105 巡回警備 施設内巡回 105 巡回警備 施設内巡回

2019/01 2019/03 Ｔ百貨店 ¥200,000 契約社員

駐車場の出入り口の安全誘導のほか、車上荒らし等の警戒等

¥200,000 契約社員 契約満了のため

104 駐車場警備 駐車場の出入り口の安全誘導のほか、車上荒らし等の警戒等 104 駐車場警備

2017/07 2018/12 ＡＢＣショッピングセンター

備考2
業務経歴区分 業務経歴区分2 業務経歴区分3 業務経歴区分4 業務経歴区分5 業務経歴区分6 備考3

備考1
業務経歴NO 業務経歴 仕事内容 業務経歴NO 業務経歴 仕事内容 業務経歴NO 業務経歴 仕事内容

業務経歴

開始年月 終了年月 勤務先名 業種 所属 役職 給与 就業形態 退職理由

2013/04 2016/04 1 普通自動車免許一種

資　　　　格

取得年月 有効期限年月 資格NO 資格名

卒業

2013/04 2017/03 大学 日本橋大学 経済学部 卒業

2010/04 2013/03 高等学校 日本橋高校

昼夜区分

2007/04 2010/03 中学校 日本橋中学校 卒業

学　　　　　歴

入学年月 卒業年月 学歴区分 学校名 学部名 学科名 卒業区分

0 対象 2020/09/17

2017/07/03
一之瀬 大和(ｲﾁﾉｾ ﾔﾏﾄ) 男 子 2020/09/16 同居

同居 0 対象一之瀬 花子(ｲﾁﾉｾ ﾊﾅｺ) 女 配偶者 1996/06/17 一般

異動月日及び事由 勤務先 社会保険被扶養者 社会保険被扶養者認定日 社会保険被扶養者削除日 備考

家　　族　　情　　報

氏名 性別 続柄 生年月日 扶養区分 障害者区分 同居区分 住所 所得の見積額

連絡先名

住民票住所
103-0027 電話番号 03-0002-0001

東京都中央区日本橋

緊急連絡先
電話番号 FAX番号

駅３

通勤時間 駅４ 駅５ 最寄駅

通勤区分 駅１ 駅２

ﾄｳｷｮｳﾄﾁｭｳｵｳｸﾆﾎﾝﾊﾞｼ

東京都中央区日本橋

PCメール t.ichinose@staffexpress.jp 携帯メール

住　所　情　報

現　住　所

103-0027 電話番号 03-0002-0001 FAX番号 携帯番号 080-0002-00011

60 J 40 Ｏ 0

60 Ｎ 0

E

0

D 50 I

Access 80 C 80 H 50 Ｍ

90 G 50 Ｌ 0

70 Ｋ 0

Excel 70 B

レ　ー　ダ　ー　チャ　ー　ト

Word 60 A 80 F

履歴期間終了日 2087/12/31 退職区分 パスポートNO
履歴期間開始日 2020/07/01 国籍 パスポート有効期限

権限グループ名 旧姓 ビザ有効期限

週所定労働日数週５日以上
権限グループNO-1

退職理由
旧姓カナ 在留カード番号

警備員区分５ 退職年月日 年月日５

パスワード **********
警備員区分４ 休職区分 年月日４ 有休起算日
警備員区分３ 休職日 ～ 年月日３

チェック区分５
警備員区分２ 無効区分 年月日２ 検索対象区分 対象
警備員区分１ 無効日 ～ 年月日１

チェック区分３
部門 東京支店 入社年月日 2017/07/01 面接日 チェック区分４
氏名 一之瀬 太郎 生年月日 1995/01/20 募集媒体

チェック区分１
フリガナ ｲﾁﾉｾ ﾀﾛｳ 血液型 労保算定区分 従業員（常用） チェック区分２

警備員台帳
2020年12月9日

基　本　情　報

写真

警備員NO 031211 性別 男 登録区分



税金

支給

備考

社保・労保

単価

厚生年金保険(喪失日)

控除項目３

控除項目２ その他(月額控除)

控除項目１

控　　　　除

立替金

調整金 その他(月額支給)

残業金額 深夜金額

支　　　　給

交通費

役職NO 単価区分 基本給

単　　　　価

育児休業開始日 育児休業終了日

厚生年金理由

雇用保険理由

備考

備考

健康保険理由

厚生年金保険 資格喪失日

労働保険 資格喪失日 喪失原因 週所定労働時間

健康保険 資格喪失日 喪失区分

喪失証明書

離職票送付日 通知書送付日

備考

喪失

喪失受付日 仮退職日 社保提出日 労保提出日

被保険者原因

雇用形態 資格取得日 2017/07/01 週所定労働時間

1234-567890 資格取得日 2017/07/03

労働保険
雇用保険番号 1234-567890-1 雇保適用事業所 労保適用事業所

厚生年金保険
厚年標準報酬 200,000 等級 14 厚年保険料 18,300

基礎年金番号

介護保険料徴収 0 分割控除

健保番号 12345678 資格取得日 2017/07/03 取得区分 新

雇用保険証送付日

健康保険
健保標準報酬 200,000 等級 17 健康保険料 9,870

年金手帳提出日 配偶者手帳提出日

取得

社保受付日 社保提出日 保険証提出日

労保受付日 労保提出日

雇用保険区分 対象(一般) 加入予定年月 加入予定コメント

社会保険

社会保険区分 対象 加入予定年月 加入予定コメント

任意項目３ 任意項目６

任意項目２ 任意項目５ 任意項目８

備　　　　考

任意項目１ 任意項目４ 任意項目７

口座番号 1122334

名義人名 一之瀬 太郎 名義人カナ ｲﾁﾉｾ ﾀﾛｳ 名義人名 一之瀬 太郎 名義人カナ ｲﾁﾉｾ ﾀﾛｳ

口座区分 普通

支店 001 東京営業部／東京都庁公営企業出張所口座番号 1122334 支店 001 東京営業部／東京都庁公営企業出張所

支給方法 振込

銀行 0001 みずほ銀行 口座区分 普通 銀行 0001 みずほ銀行

賞与 還付

取扱口座 0001 みずほ 支給方法 振込 取扱口座 0001 みずほ

口座番号 1122334

名義人名 一之瀬 太郎 名義人カナ ｲﾁﾉｾ ﾀﾛｳ 名義人名 一之瀬 太郎 名義人カナ ｲﾁﾉｾ ﾀﾛｳ

口座区分 普通

支店 001 東京営業部／東京都庁公営企業出張所口座番号 1122334 支店 001 東京営業部／東京都庁公営企業出張所

支給方法 振込

銀行 0001 みずほ銀行 口座区分 普通 銀行 0001 みずほ銀行

給与 仮払

取扱口座 0001 みずほ 支給方法 振込 取扱口座 0001 みずほ

6,000

支　　　　給

給与締グループ15日締 支給グループ 25日支給 給与計算式グループ

6,000 1月 6,000 3月 6,000 5月

6,000 2月 6,000 4月 6,000

7月 6,000 9月 6,000 11月

131024 個人番号

6月 5,000 8月 6,000 10月 6,000 12月

対象外

外国人区分 対象外

住民税区分 (特別徴収)７月から５月までの税額は同じ年税額 71,000 納付先 131024 提出先

職業区分 老人扶養親族 0 同居特障一般 0 同居特障年少 0 災害者区分

0 特別障害者 0 同居特障老親 0 未成年区分

0 年少 0

税額表 月額 婚姻区分 既婚 本人区分３ 対象外 特定扶養親族

対象外 一般扶養親族 0 一般障害者 0 同居特障老人

0 同居特障特定 0 扶養者の数 1

課税区分 甲欄 配偶者区分 一般配偶 本人区分２

税　　　　金

所得税区分 対象 年末調整区分 する 本人区分１ 対象外 本人扶養 1 同居老親等


