
フリガナ フリガナ

氏名 住所

年齢 車通勤

才 可 ・ 不可

人

お預かりしました個人情報は、派遣の目的のみに使用し、他の目的には使用することはありません。

STAFF　登録シート(オフィス系希望登録用紙)

休日 月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日 残業 有　・　　無

勤務地 スタート日 即日　　又は　　　　月　　　　　日より可能

期間

勤務期間

長期　・　短期　・　単発 就業日／時間 週　　　　日位／　　　時　　　分～　　時　　　分

その他資格

アンケートにご協力ください(よく見る求人情報にチェックをお願いします)

□タウンワーク(紙　・　ネット)　□an(紙　・　ネット)　□アイデム(紙　・　ネット)　□パコラ(紙　・　ネット)　□あぱぱ　□求人情報

□リクナビ派遣　□フロムエーナビ　□はたらいく　□バイトルドットコム　□enジャパン

その他の求人情報

扶養内 希望する(税金の扶養　・　社会保険の扶養)　・　希望しない　・　どちらも可能

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

約　　　年　　ヶ月

その他経験業務

□電話応対　□来客応対　　　　□受発注　　 □請求書　

□給与計算　□社会保険関係　□備品発注　□年末調整

□小口現金　□売掛・買掛    　□支払      　□振替伝票作成　□月次決算　□決算処理

□乙仲(輸入・輸出)             　□船会社貿易事務

PC使用ソフト □Excel　□Word　□Access　□PowerPoint　□CAD　（その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

希望職種／条件

希望職種 第1希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2希望　　　　　　　　

業務経験(経験があるものにチェックをお願いします)

一般・営業事務

総務事務

経理事務

約　　　年　　ヶ月

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得

　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得

　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得

　　　　　　点　　　　　　　年取得TOEIC

TOEFL

PC関係

約　　　年　　ヶ月

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

有　・　無 配偶者を除く同居親族

職歴(過去3つ迄新しい順に記入して下さい)

配偶者

FAX　　　　□

緊急連絡先

自宅　　　　□

携帯電話　□

資格

簿記検定

秘書検定

英語検定

漢字検定

　　　　　　点　　　　　　　年取得

　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得

企業名／部署／雇用形態 職種 主な業務内容

　　                                               　　方

携帯mail　　□

PCmail　　　 □

―　　　　　　― ※mailでお知らせ事項がございます、必ず記載お願い致します

―　　　　　　―

―　　　　　　―

―　　　　　　―

有　　　・　　　無 扶養の義務

　JR　・　バス　・　地下鉄　　　　　　　駅(徒歩・自転車　　　分)

最寄駅生年月日

S　・　H　　 年　　　月　　　日



フリガナ フリガナ

氏名 住所

年齢 車通勤

才 可 ・ 不可

人

お預かりしました個人情報は、派遣の目的のみに使用し、他の目的には使用することはありません。

生年月日 最寄駅

STAFF　登録シート(接客販売希望登録用紙)

S　・　H　　 年　　　月　　　日 　JR　・　バス　・　地下鉄　　　　　　　駅(徒歩・自転車　　　分)

配偶者 有　　　・　　　無 扶養の義務 有　・　無 配偶者を除く同居親族

緊急連絡先 ―　　　　　　― 　　                                               　　方

自宅　　　　□ ―　　　　　　― 携帯mail　　□

秘書検定 　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得 TOEFL 　　　　　　点　　　　　　　年取得

携帯電話　□ ―　　　　　　― PCmail　　　 □

FAX　　　　□ ―　　　　　　― ※mailでお知らせ事項がございます、必ず記載お願い致します

資格

簿記検定 　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得 TOEIC 　　　　　　点　　　　　　　年取得

英語検定 　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得

PC関係

漢字検定 　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得

その他資格

職歴(過去3つ迄新しい順に記入して下さい)

勤務期間 企業名／部署／雇用形態 職種 主な業務内容

業務経験(経験があるものにチェックをお願いします)

約　　　年　　ヶ月

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

約　　　年　　ヶ月

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

約　　　年　　ヶ月

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

その他経験業務

職種 □接客販売　□ラウンダー　□レジ(百貨店 ・ スーパー ・ コンビニ ・ 他)  □インフォメーション　□軽作業　

接客販売経験 □アパレル　□コスメ　□雑貨　□食品　□宝飾　□家電　□バック・靴　(他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

主な勤務場所 □百貨店(百貨店名　　　　　　　　　　　　　)□専門店テナント　□大型ショッピングセンター　□スーパー

希望職種／条件

希望職種 第1希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2希望　　　　　　　　

勤務地 スタート日 即日　　又は　　　　月　　　　　日より可能

その他の求人情報

期間 長期　・　短期　・　単発 就業日／時間 週　　　　日位／　　　時　　　分～　　時　　　分

休日 月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日 残業 有　・　　無

扶養内 希望する(税金の扶養　・　社会保険の扶養)　・　希望しない　・　どちらも可能

アンケートにご協力ください(よく見る求人情報にチェックをお願いします)

□タウンワーク(紙　・　ネット)　□an(紙　・　ネット)　□アイデム(紙　・　ネット)　□パコラ(紙　・　ネット)　□あぱぱ　□求人情報

□リクナビ派遣　□フロムエーナビ　□はたらいく　□バイトルドットコム　□enジャパン



フリガナ フリガナ

氏名 住所

年齢 車通勤

才 可 ・ 不可

人

お預かりしました個人情報は、派遣の目的のみに使用し、他の目的には使用することはありません。

希望職種／条件

希望職種 第1希望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2希望　　　　　　　　

勤務地 スタート日 即日　　又は　　　　月　　　　　日より可能

貿易事務 □乙仲(輸入・輸出)             　□船会社

その他経験業務 □接客販売　□ラウンダー　□レジ(百貨店 ・ スーパー ・ コンビニ ・ 他)  □インフォメーション　□軽作業　

PC使用ソフト □Excel　□Word　□Access　□PowerPoint　□CAD　（その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□タウンワーク(紙　・　ネット)　□an(紙　・　ネット)　□アイデム(紙　・　ネット)　□パコラ(紙　・　ネット)　□あぱぱ　□求人情報

その他の求人情報

期間 長期　・　短期　・　単発 就業日／時間 週　　　　日位／　　　時　　　分～　　時　　　分

休日 月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日 残業 有　・　　無

□リクナビ派遣　□フロムエーナビ　□はたらいく　□バイトルドットコム　□enジャパン

扶養内 希望する(税金の扶養　・　社会保険の扶養)　・　希望しない　・　どちらも可能

アンケートにご協力ください(よく見る求人情報にチェックをお願いします)

総務事務 □給与計算　□社会保険関係　□備品発注　□年末調整

経理事務 □小口現金　□売掛・買掛    　□支払      　□振替伝票作成　□月次決算　□決算処理

約　　　年　　ヶ月

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

業務経験(経験があるものにチェックをお願いします)

一般・営業事務 □電話応対　□来客応対　　　　□受発注　　 □請求書　

約　　　年　　ヶ月

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

約　　　年　　ヶ月

正社員 ・ 契約社員 ・ 派遣社員 ・ アルバイト ・ ﾊﾟｰﾄ

職歴(過去3つ迄新しい順に記入して下さい)

勤務期間 企業名／部署／雇用形態 職種 主な業務内容

英語検定 　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得

その他資格

漢字検定 　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得

資格

簿記検定 　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得 TOEIC 　　　　　　点　　　　　　　年取得

秘書検定 　　　　　　　　　　　　　　級　　　　　　年取得 TOEFL 　　　　　　点　　　　　　　年取得

携帯電話　□ ―　　　　　　― PCmail　　　 □

FAX　　　　□ ―　　　　　　― ※mailでお知らせ事項がございます、必ず記載お願い致します

緊急連絡先 ―　　　　　　― 　　                                               　　方

自宅　　　　□ ―　　　　　　― 携帯mail　　□

S　・　H　　 年　　　月　　　日 　JR　・　バス　・　地下鉄　　　　　　　駅(徒歩・自転車　　　分)

配偶者 有　　　・　　　無 扶養の義務 有　・　無 配偶者を除く同居親族

STAFF　登録シート(倉庫内等希望登録用紙)

生年月日 最寄駅

送迎の有無 有　　　・　　　無 どちらかに○をお願いします：　　　　西鉄『小郡駅』　　　・　　　ＪＲ『基山駅』


