【お仕事でのお約束】

【お仕事

①挨拶・返事は元気よく
※声を出すこと⇒①気持ちよくお仕事しましょう。②【ケガ・事故】防止 ③スタッフ同士の確認。

②プロ意識・責任感を持つ

【お仕事の種類】

スタッフ番号/ ＩＤ ：

①搬入（準備）・搬出（片付け）
イベント・コンサートのお仕事の流れ
① 搬

入

準備
5日前～前日

ほかには
チラシ折込
バリケード準備
グッズ検品
前売販売

本番日
1日～5日程

コンサート会場・イベント・催事などで使用する、
音響・照明・舞台・テントなどのセッティング及び撤収のお仕事。
【身だしなみ】髪色自由・髪型自由（モヒカン・金髪OK！）
【服装】ジーパンorチノパン（ハーフパンツ・穴あきNG）
スニーカー・上着（タンクトップNG）
【持物○バック可○】軍手（滑り止め付）・タオル・着替え
ボールペン・メモ帳・腕時計・飲み物

②ステハン運営業務
コンサート舞台転換や楽器の移動などのお仕事。
【身だしなみ】黒髪
【服装】黒のパンツ（ハーフパンツ・穴あきNG）
黒のスニーカー・黒のＴシャツなどの上着（タンクトップNG）
【持物○バック可○】軍手（滑り止め付）・タオル・着替え
ボールペン・メモ帳・腕時計・飲み物

② ステハン運営業務
ほかには
サンプリング
ケータリング

③運営補助・会場案内

③ 運営補助・案内

来場するお客様、機材業者のご案内及び
コンサートステージ運営補助のお仕事。
【身だしなみ】髪色黒髪・髪型短髪（men）・髭NG・ネイル＆付けづめＮＧ
【服装】冬はコートなどは着てきましょう。
①黒無地スーツ上下セット
（ビジネス白無地ワイシャツ・地味なビジネスネクタイ・
ビジネス黒革靴・ビジネス黒靴下）
※スカートスーツOK→ストッキングはベージュor黒タイツ
②綺麗な軽装 インナーウェア・（ジーパン【ブルー・ブラック】or
チノパン・スキニー【ベージュ・ブラック・紺】
【持物×バック不可×】ボールペン・メモ帳・腕時計・飲み物

ｼﾞｰﾝｽﾞ軽装運営
チノパン軽装運営
スーツ運営補助

④ グッズ販売

片付け

③現場内で、携帯電話をポケットから出さない事！
※会場内で携帯電話を閲覧・操作していると、録音・撮影しているものと同様とみなされます。

④情報漏洩の禁止（ツイッター・フェイスブックなどの禁止）
※会場内外とわず勤務中に得たすべての情報の外部漏洩禁止。

⑤勤務時間に関してある程度の延長や変更があります。
⑥貸出された備品は必ず返却しましょう！
⑦おタバコは禁煙です。

【お友達紹介キャンペーン】
１人紹介で最大￥1５，０００のボーナスチャンス
お友達を紹介してくれたご本人、紹介されたお友達にお礼金をお渡しします。
※勤務した後のカウントになります。登録だけではカウントされません。

④グッズ販売
出
ほかには
テント撤去
清算業務・清掃

イベント会場でセールスプロモーション・
販売補助（グッズ準備・梱包含む）のお仕事。
【身だしなみ】髪色ダークブラウンまで ※ネイル＆付けづめＮＧ
【服装】ジーパン【ブルー・ブラック】or
チノパン・スキニー【ベージュ・黒・紺】・
スニーカー・インナーウェア
（夏：タンクトップ 冬：かなり暖かいもの）
【持物●ナナメバック可●】・電卓・油性マジック・カッター
ボールペン・メモ帳・腕時計・飲み物

予約完了後、ご登録者から事務所へ電話してください
【登録会参加パターン】☆お礼金￥1,000☆
未登録のお友達に登録会に来ていただく紹介方法
※ 面接の際に紹介元のお友達の
スタッフNo・お名前と電話番号を入力します

①必ず指定された服装でお越し下さい。
（ハーフパンツ・サンダル・ブーツはNG）
②カラーネイル・つけづめ・アクセサリー（指輪・ピアス等）は、一切禁止です。
③現地会場内には、更衣室はございません。（インナーウェア着用）
④貴重品に関しては必ず身に着け自己管理が基本となります。（身分証持参現場あり）

登録スタッフ

（登録者）￥１５，０００×３名＝￥４万５，０００円プラ
（ご友人も）それぞれ￥１５，０００ずつプラス

【 お 給 料 】
【お給料金額】
★基本時給￥985～

スタッフランク

毎月下旬開催の
★ランクアップ
ミーティングに参
加してみようっ★

●最低補償金額￥4,000
・残業：【実働8時間以降】1.25倍
Ｓチーフ
・深夜：【22：00～29：00】1.25倍 ￥1,150/
時
・深夜残業：【残業・深夜が合わさると】1.5倍
Ａチーフ

【1】10：00-翌10：00 日収3万0,305円＝時給985円×8h+1231円×9h+1478円×7h+交通費1000円
￥1,100/
【2】8:00～23:00 日収1万7745円 =時給985円×8h+1231円×6h+1478円×1h+交通費1000円
時
【3】9:00～18:00 日収1万111円 =時給985円×8h+時給1231円×1h+交通費1000円
【4】18:00～翌8:00 日収1万7991円 =時給985円×4h+時給1231円×7h+時給1478円×3h+交通費1000円
Ｂチーフ
【5】20：00-21：30/21：00-22：30日給4000円＝時給2666円×1.5h+交通費

￥1,050/
時

※【見込給与】は、キャン
ペーン金額（未登録友人紹
介・遠方手当てなど）、交通
費・などを含んだ見込み金
額になります。日給を補償
するものではないので、ご
注意ください。

Ｃチーフ
【お給料支給方法】
￥1,000/
時
週払いor月払いの銀行振り込みとなります。

※みずほde週払い＝日曜日締め翌週金曜日払い
スタッフ
￥985/時
※みずほde月払い＝月末締め翌月15日払い

【前払いのお仕事】
★前払￥○万★←これが目印
※前払い金額は各求人情報をご確認ください。
※銀行営業日２営業日後振込

【統一の注意事項】

３名紹介

【お仕事お試しパターン】☆お礼金￥15,000～￥1,000☆
未登録のお友達と一緒にお仕事の会場に来ていただく紹介方法
※登録会免除 ※事前に会社に申請が必要です。

日収計算例

公演終了から

① 搬

※お給料をもらう＝新人・チーフの区別はありません。【ただのバイト】という意識で業務に入らないこと。

（振込口座は本人名義に限る）

【 みずほde完全前払 】
みずほ銀行目黒支店になると、すべてのお仕事が【完全前払】となります。

・実働の８０％前払いとなります。☆前払い口座の作り方（みずほ銀行目黒支店）
・選択する支店は【194】【目黒支店】
・必要事項をご入力ください※ご職業欄【学生】⇒学生 【学生以外】⇒アルバイト
※お勤め先欄【学生】⇒●●大学オーガスタ 【学生以外】⇒㈱オーガスタ（カタカナ）カ）オーガスタ

【

【お仕事予約の方法】
ログイン
ユーザーＩＤ＝スタッフナンバー
パスワード＝生年月日８ケタ
例：2015/1/1＝20150101

スタッフ番号/ＩＤ ： 個人面談の際に確認しましょう
生年月日８ケタ/パスワード
： 左参照

【お仕事予約～お給料までの流れ】
お仕事参加の流れ

マイページはこちら（返信メールにあり）
URL https://staff-tokyo.augusta-staff.jp/

マイページはこちら
URL https://staff-tokyo.augusta-staff.jp/
確定のお仕事が
確認できます。

自宅増員枠の流れ
マイページ

デモページを
みてみよう

お仕事エントリー

☆お仕事のご予約ありがとうございま
す☆

予約完了

この日のお仕事が確定となります。

お仕事エントリー後 2日後～5日後

仕事情報検索

予約完了メール

（日付・場所・勤務時間・勤務内容のご
確認をお願いいたします）

前 々 日

メニュー【仕事情報】をクリック。

webマイページ【決まっているお仕事
一覧】にも表示されますので、作業内
容のご確認をお願い致します。

詳細メール
夜18：00ごろに届きます！

≪この後の流れ≫

検索

前

フリーワードや日付検索で絞込
『アーティスト名』『会場名』『金
ごめんなさいメール
どんどん違うお仕
事に再応募しましょ
う！

選ぼう
会場・アーティスト名・業務内容で
希望のお仕事を選ぼう。
※迷ったら【お気に入り】に登録

求人内容には身だしなみや服装の指
定の記載があります。
内容を確認しましょう。

日

【アップルストア】から
【検索】⇒オーガスタ
※通知をONにしてください

日

待機当日

当日確認
指定時間内にクリック
入館証の申請となります。
※指定時間は詳細メールに
記載があります。毎回時間
が異なります。

お 仕 事
【アップルストア】から
【検索】⇒オーガスタ
※通知をONにしてください

■作業番号 16013001-1

【00：00-昼12：00】の間にクリック

当

詳細メール

決まっている仕事一覧

前日確認

髪ＯＫ』『ストライプＯＫ』

確認

予約完了メール
おーがすたチャン 1 様

担当者へ直接
電話で確認
指定時間に担当者へ
直接、電話連絡と
なります。
電話しないと無断欠
勤となります。

【作業日報】

集合・日報記入

■作業日 2016/01/30(土) ■現場 東
京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ
■当日連絡【必ず時間内に当日連絡
をしてください】 当日、4：00～5：00の
間にマイページから【当日連絡】を
行ってください。
■集合 07:30 国際展示場正門駅改
札前 ■最寄駅 ゆりかもめ線・国際展
示場正門駅【徒歩3分】
■作業
ｽｰﾂ運営補助(乃木坂46)
※一番下に、毎回担当の連絡先あり

【作業日報】
※現地で記入します

決まっている仕事一覧より編集

お仕事開始
休憩・お弁当

お仕事エントリー

お仕事終了

応募するボタンをクリック
※お仕事応募後のキャンセルはでき
ません。

備品返却
終了日報記入
退館

勤怠情報
【決まっている仕事一覧】で、
予約済みのお仕事が確認できます。
⇒前日確認や当日確認もこのページ。

【 登録抹消 】

勤怠情報の編集

※質問や不安な事は事前に
事務所に確認しておこうっ！
※メールでの質問は受付しておりません。
電話受付時間 ： 平日12：00-20：00

℡03-6805-1532

●登録抹消

終了後、勤務時間・休憩時
間の修正をしてください。
※基本休憩が60分設定と
なっております。

お 給 料
前払いお給料

遅刻・欠勤・業務に支障をきたす場合。

●登録削除手続き
登録削除につきましては、メールにて申請願います。申請方法は下記の通りになります。
メール件名に 【登録削除】 と入力してください。
メール本文に 『①お名前フルネーム ②生年月日 ③電話番号』を入力して”staff@augusta-ltd.com"に送信してください。

週払・月払給料

みずほ銀行目黒支店に
すると全てのお仕事が

８０％が前払いとなります。

