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GIRLS BAR BEGINNERS
ガールズバーのアルバイト・バイト年末年始ド短期/全額日払い求人情報
ガールズバー未経験の女の子が不利にならない夜のアルバイト初心者向けビギナーズ求人
はドリンク飲んでない時間帯にドリンク杯数が給料に影響しない時給保証制スタイルで夜
のバイト初心者の女の子に優しい罰金関係一切なし・ビラ配りキャッチ一切なしで時給保
証1875円以上【深夜割増手当含む】夜間22時〜早朝05時迄の深夜時間帯は時給25%up♪
(´ゝ∀・̀)ノ全額日払いなら毎日楽しい給料日♪
往復にかかる電車/バスの交通費全額支給。
♪Ю―(^▽^o)^▽^)/☆♪
※初めに一言アドバイス♪
夜の求人情報は嘘の時給を書いて女の子の募集してるお店が多いと思います。
もう求人情報に嘘の時給を書いて女の子の募集してるお店の話なんて聞く必要ありません
から(´ゝ∀・̀)ノ
その根拠も明確となります。
求人情報の時給が嘘なら待遇面も偽りの内容と思って大丈夫ですよ(^ー゜)ノ♪
当店ビギナーズ求人は求人情報そのままの時給保証で全額日払いだよ♪Ю―(^▽^o)♪
夜の仕事はブラックのイメージある女の子も夜のアルバイト初心者向けビギナーズ求人な
ら時給保証して労働法も綺麗に守るスタイル♪o((〃∇〃o))((o〃∇〃))o♪
ガールズバー未経験の女の子には不安も沢山あると思います( ^ー゜)ノ♪
ガールズバー給料形態はドリンクバック制のと時給保証制のお店で大きく2つ分かれてま
す。
ドリンクバック制から説明します。
ドリンクバック制の場合は、
ガールズバー求人情報に掲載してる時給より大幅に時給を下げて【時給+ドリンクバック】
にして女の子がドリンク飲んで時給の穴埋めして求人情報の時給を目指すやり方がドリン
クバック制に多いスタイルです。
ドリンクバック制だとドリンク飲んでない時間帯はドリンクバック稼げない状態にあると
思います。
ドリンク杯数を飲んで完全歩合に近い給料形態がドリンクバック制と思ってもらえれば分
かり易いかも(^ー゜)ノ♪
入店初日から求人情報そのままの時給保証で働きたい女の子は時給保証制ビギナーズ求人
ならドリンク杯数に左右されないよ(^3(^o^)♪ドリンクバック制との時給保証制の違いは
給料明細を見ると一目瞭然で分かります(^▽^)/˜
【労働法も綺麗に守るスタイル】
※深夜割増手当て
夜間22時〜早朝05時までの深夜時間帯は時給25%up♪
残業した日は
残業手当/時給25%up♪
休日出勤した日は
休日出勤手当/時給35%up ♪
欠勤せず出勤したら
皆勤手当て/時給up♪
お店に協力的な女の子に精勤手当/ミニボーナス貰えるよ( ̀・ω・´)ノ
感謝の気持ちでありがとう♪
全額日払いで毎日楽しい給料日♪
往復にかかる電車/バスの交通費全額支給。帰りの電車/バスのない時間は送迎車で家まで
送ります♪
【バイトルドットコム掲載】
【BAR-NAVI掲載店】
【ガールズバーウォーカー掲載】
※ビラ配りキャッチ一切なし

雨の日にビラ配りキャッチして服や靴が湿気てしまってはお洒落して出勤した意味ないで
す。雨の日は早く帰って個人的な用事と趣味に時間使って天気が晴れてから出勤したい気
持ちがあると思います(/▽＼)♪
寒い季節にビラ配りキャッチしたくない女の子も少しは居てるかと思います♪
駅周辺で見知らぬ人にビラ配りキャッチはちょっと苦手とゆう女の子の気持ちに前向きな
姿勢で取り組む当店はガールズバー初心者の女の子が不利となる仕事内容は全て取り除い
てガールズバー未経験の女の子が居心地良く働き易いさ環境に改善して努力しますヽ(〃^
ー^〃)〃
当店ビギナーズに応募して良かったと言ってもらえたらそれだけで当店は大満足ですヾ(#
⌒∇⌒#)〃
ガールズバーの給料形態は時給保証制とドリンクバック制のお店で大きく二つに分かれて
ます。
ドリンクバック制のお店はドリンク飲んでない時間帯は時給が低くなると思います。
時給保証制のお店はドリンク杯数に給料が左右されないスタイルで歩合制を気にする必要
ありません。
※ドリンク杯数を頑張ってもお客様から飲み過ぎて料金トラブルになったりドリンク飲み
過ぎはお客様に不愉快な思いさせる事が多々あります。
キャバクラやラウンジの真似事の客呼び予定の準備なし、同伴出勤なし、アフター行為な
し、リスクある仕事内容や罰金関係一切なしヽ(〃^ー^〃)〃
休憩時間も労働基準守ります♪
当店ビギナーズのルールは大阪府労働基準を参照にしてもらって大丈夫です(〃^ー^〃)
ガールズバーで働いてること知人とか親に内緒にしてる女の子はビラ配りキャッチのない
スタイルのビギナーズなら安心して働けるよ(^ー^)ノ♪
大阪府労働基準を綺麗に守るスタイルの当店ビギナーズは罰金関係一切なし、遅刻罰金な
し、当欠罰金なし、ドリンク罰金なし、ブログ罰金なし、客呼び予定の準備なし、同伴出
勤なし、アフター行為なし、ノルマ罰金一切なし(゜∇^d)!!
時給高くなる時間帯の夜間22時〜早朝05時まで深夜時間帯のみ働きたい我が儘な女の子は
大歓迎♪要領良いのは悪いことではありません欲がないと夜の仕事出来ませんよ(o・・o)/˜
アクセス
阪急京都本線でお越しになる方は阪急茨木市駅でおりて下さいね((o(^∇^)o))
阪急茨木市駅の北改札から出てすぐエスカレーター下りて西口バスターミナル側へ
阪急茨木市駅の西口バスターミナルからガールズバービギナーズまでソシオ1抜けて徒歩1
分。
夜のアルバイト初心者に優しいガールズバーのバイト求人情報は罰金関係一切なし
☆遅刻しても遅刻罰金なし、
当日欠勤しても当欠罰金なし、
お酒飲めてなくてもドリンク罰金なし、ブログしなくて大丈夫です♪
ブログ罰金なし、ビラ配りキャッチ一切なし、風俗営業チックな客呼び予定の準備なし、
同伴出勤なし、アフター行為なし、接待行為なしノルマ罰金一切なし(〃^ー^〃)
ガールズバービギナーズは飲食店営業許可のお店ですので風俗営業チックな接待行為なし(
〃ω〃)時給つかない拘束時間外に夜の仕事をプライベート時間まで巻き込んでしまう客呼
び予定の準備なし、同伴出勤なし、アフター行為なし(^▽^)/☆♪
※時給つかないプライベート時間に客呼び予定の準備でお客様に連絡したり同伴出勤の準
備で時給つかない時間から出て来てお客様を接待したり退勤後の拘束時間外からアフター
行為はお客様も女の子もお酒入ってる状態で危険を伴うリスクがあります。酔った勢いで
性行為して妊娠しても困ると思いますヾ(゜ο°;)ノ
当店ビギナーズは風俗営業に値する接待行為やリスク背負う仕事内容ありませんので御安
心下さい。
またプライベートの関係ない時間まで巻き込んで客呼び予定の準備したり色んなお客様に
連絡して客呼び予定の準備で精神的に来たり労働時間外の時給付かない時間帯を巻き込む
接待行為の仕事内容一切なし(^ー^)ノ♪
ガールズバービギナーズは在籍してる女の子のプライバシー保護と個人的なトラブル未然
防止の目的で個人の携帯で連絡交換なしとしてます。
※女の子なら気になる日払いも日払い完全保証です♪
日払いも給料も手渡しですので自分で確認して毎日持って帰れますよ♪
ガールズバーのバイト未経験の女の子には不安が沢山あると思います。
ガールズバービギナーズはガールズバーのアルバイト未経験の緊張してる女の子の為に面
接即日から全額日払いのお試し体験入店を準備してます。

面接即日から全額日払いのお試し体験入店して在籍してる女の子も見て待遇面の確認もし
て納得してから働けるガールズバービギナーズは居心地を大切したガールズバーです♪
お店の暇な時間も待機カットなし休憩時間も大阪府労働基準通りですヽ(⌒▽⌒)〃☆雑費
引きなし・電車・バス・大阪モノレールの交通費全額支給。帰りの電車・バスの走ってな
い時間帯はガールズバービギナーズ送りあり送迎車も無料です♪
ガールズバービギナーズ送り送迎車ありますが片道20キロ圏内でお願いします。
片道20キロ圏内でも送迎車の走る範囲は意外と広範囲です♪
大阪市内方面のガールズバー送りあり送迎範囲は北大阪エリア全域送りあります。
大阪市北区周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪市旭区周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪市都島区周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪市淀川区周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪市東淀川区周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府北部周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府高槻市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府吹田市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府摂津市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府箕面市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府豊中市周辺ガールズバー送りあり送迎車も無料です。
大阪府茨木市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府門真市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府枚方市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府寝屋川市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府守口市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府三島郡島本町ガールズバー送り送迎車も無料です。
大阪府枚方市周辺ガールズバー送り送迎車も無料です。
京都府方面は京都府長岡京市周辺までガールズバー送りあり送迎車も無料です。
兵庫県方面は川西市・伊丹市・宝塚市・尼崎市周辺もガールズバービギナーズ送迎車は無
料で送ります。
阪急宝塚線/宝塚駅・阪急逆瀬川駅・阪急中山駅・阪急山本駅・阪急川西能勢口駅・阪急池
田駅・阪急石橋駅・阪急豊中駅・阪急螢駅・阪急服部駅・阪急庄内駅・阪急宝塚線周辺ガ
ールズバービギナーズ送迎車は無料で送り走ります♪v( -^)^☆
夜の仕事でよくある送迎車代引かれたり待機カットされたり雑費引かれたり罰金制裁など
一切なし
待機カットあるお店と待機カットないお店の違いとは
待機カットある夜のアルバイトは、お客様の入ってない暇な時間帯に時給つけず働いて休
憩時間でもない実働時間をカットする事を待機カットと言います。
(例)
待機カットあるお店で待機カット分の時給1ヶ月1万円引かれた場合、普通に考えて年間12
万円引かれる事になりますよね!
待機カットあるお店は年間12万円以上も給料からカットされて引かれなくても良いお金を
引かれてる事になります。
次に雑費引きの説明をします。
店から引かれてる雑費で年間12万円引かれてるのを後でよく考えたら年間の携帯代マルマ
ル払えてました。とか(^-^;)
雑費引き1ヶ月1万円引かれなければ普通に考えて生活費に当てれます(^̲^)v
雑費引き1ヶ月1万円を年間12万円を賃貸マンションの家賃に例えたら家賃4万円の賃貸マ
ンションに住んでるとして
雑費引きされた金額12万は普通に考えて家賃3ヶ月分に当てる事が出来ますね(^̲^)v
※酷いお店になると雑費引き 1ヶ月 2万円とか1ヶ月
3万円も雑費引かれるお店もあります。
先程、例にあげた賃貸マンション家賃 4万円なら雑費引かれてなかった事考えたら
3ヶ月分の家賃に当てれてました(&gt;̲&lt;)ヽ
1ヶ月の雑費引き2万円引かれたら雑費引きだけで給料から年間24万円も給料から雑費引か
れて損してる事になります。
待機カットと雑費引きと罰金つくお店は、本来自分の手に入るはずの給料から無駄に年間
いくら引かれてるのか考えてみたらアホらしくなりますよねヾ(≧∇≦)〆1ヶ月1万円の雑
費引きと待機カット1ヶ月1万円と罰金
1万円引かれてるとします。少なくても給料から年間36万円のカットされてる事になりま
す。風邪をひいたり体調不良な時は欠勤して普通です(^̲^)
ガールズバービギナーズは欠勤の罰金つける行為など有り得ない行為だと思ってます。
無駄に引かれた年間36万円を家賃4万円の例えて約
9ヶ月分の家賃に当てれますよね(・・;)?

給料から年間36万円も引かれたらガールズバーのアルバイトでレギュラー勤務してる女の
子の 1ヶ月分の給料に値します。
普通に考えてレギュラー勤務の女の子が1ヶ月ただ働きさせられてるのと同じです(^.^;
次に交通費を支払うお店と交通費を支払わないお店の違いを説明します。
1ヶ月の交通費を計算して合計1万円だったとします。
毎月の交通費を年間で出してみると交通費だけで年間12万円以上損してる事が分かります
。
交通費が自己負担なら年間12万円以上を自己負担して通勤してる事になります(ToT)
交通費でも毎日積み重なるとかなり大きい金額となりますね(^-^;)
時給に深夜割増手当て付くお店と深夜割増手当て付かないお店との違いについて説明しま
す。
(例)
時給1500円の女の子は夜22時以降の時給は深夜割増手当375円を付ける必要があります。
毎時間、時給375円の違いは
1ヶ月単位の労働時間を計算するとかなり大きいと思います。
時給375円の違いを年間合計で計算したら一目瞭然ヘ(゜ο°;)ノ数万円も変わってきます。
深夜割増手当つかないお店を間違えて選ぶと年間でどれだけ損してるか計算したらアホら
しくなると思います(^̲^;)同じ時間働いて時給375円の違いは年間合計出すと顔がひきつる
くらい差があると思います。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
夜のアルバイト求人情報で高待遇を求めて面接に行ったら求人情報に記載されてた時給よ
りも低い時給で当たり前の様な言い方で説明された経験ありませんか(。・・。)?
お店の人から「夜の仕事は何処の店でも嘘の時給と嘘の待遇ですよ!!」と言いくるめられて
(￣0￣)ガクッとなって幻滅した経験ございませんか(。・・)??
ガールズバービギナーズへ面接に来た女の子からよくある質問で最も多い内容は、ガール
ズバービギナーズ求人情報は本当の時給ですか??
待遇面も求人情報そのままですか??
以前に少し働いたお店あるのですが夜のアルバイト募集情報に書いてる内容と全然違うか
ら店の人に辞める話したらお店の人が急に態度変えてきて辞めるなら給料出さないと言わ
れました。と言う話が多いかもです(^̲^;)
まともなお店を探してビギナーズへ来ました。と当店へ面接に来る女の子が圧倒的に多い
のですo(^▽^)o♪
当店ガールズバービギナーズのアルバイトは、夜のバイト求人情報に記載してる通りの時
給と待遇面です。本当の時給と待遇面ですのでご安心下さい(#^̲^#)
当店ビギナーズはガールズバー経験者を贔屓して経験者を優遇したり未経験だからと言っ
て時給下げる様な行為は一切致しません♪v( -^)^☆
夜の経験豊富な女の子に多いのは面接に来てお店が提示してる時給や待遇面から更に交渉
して実際に働いてみると…の経験者が多いです。
当店ガールズバービギナーズはガールズバー求人情報に記載してる時給や待遇面など夜の
アルバイト求人情報に記載してる通りのバイト募集内容です。求人内容のよくある質問を
読んで納得した女の子のみ面接に来て下さい。面接で言いくるめる行為もありませんがお
店の待遇を更に交渉してくる女の子もいますが交渉は受け付けませんので宜しくお願いし
ます。
当店ビギナーズは、飲食店営業のガールズバーです。
大阪府労働基準を綺麗に守って求人募集してるお店ですのでガールズバーの経験長いから
と言って他の女の子より優遇して欲しいと面接で交渉しても正直にお断りしてます。
当店ビギナーズ求人募集の詳細内容をよく読んでから面接に来てください。ガールズバー
ビギナーズ求人募集情報は、時給保証も待遇面も全て求人情報通りで給料は内容確認して
から手渡しで全て貰えます。
よくある質問で次に多い質問は、
他店で面接の際に雑費引かれる説明されてなくて給料日になってから雑費引きある事を説
明されてかなり腹立ちました。
ガールズバービギナーズは大丈夫でしょうか?
回答
当店ビギナーズは雑費引きとか待機カットないなど一切御座いませんのでご安心下さい。

あと暇な時間帯の労働時間切られてたり待機カットあるのに面接では話伏せてたから話違
うし辞める話したら辞めるなら罰金つけると言われたり辞めるなら給料出ないとか意味不
明な根拠のない話されて腹立って辞めました。とゆう相談が最近は目立って来てます。当
店ビギナーズは辞める女の子でも綺麗に給料出してますので心配しなくても大丈夫ですよ
更に酷いお店になると自分の給料を何回計算してもシステム手帳にメモしてる労働時間と
合わなくて店の人へ確認とったら暇な時間帯は待機カットあるとか(^̲^;)?普通に待機カッ
トは労働法違反なのに普通に堂々と言われて‥‥苦笑

成績悪いからとか言い掛かり付けてきてノルマないって言ってたのにノルマ発生してたり
罰金発生してたり面接の際に何の説明もなかったのに後付けで言われて…普通に苦笑いで
すよね!!
時給良いから夜の仕事に応募したのに時給低いなら夜のアルバイトする意味ないですよね
。゜(゜´Д̀゜)゜。??
また当店ビギナーズは経験者を優遇しません
当たり前の話かもですがガールズバービギナーズはシステム手帳にメモした通りの給料で
きっちり出してます(^.^)/˜˜˜
入店してからの日払い上限金額は日給の8割まで日払い「OK」だから労働時間と日払い金
額を毎日メモして給料日に計算しても普通に合いますね♪
大阪府北部の北摂エリア大阪北摂地域の大阪府茨木市ガールズバービギナーズは労働時間
の誤魔化しないから大丈夫ですo(^▽^)o全て夜のバイト求人情報に掲載されたままの時給
と待遇面です☆ヾ(⌒▽⌒)〃☆大阪労働基準法を守って待遇面に嘘のないとこがビギナー
ズの長所であり重要ポイントかも(^-^)。
本当に嘘と偽りの全くないアルバイト求人募集だから面接して体験入店して確認して下さ
い(^̲-)v
女の子に無断で労働時間を引いたり雑費引きなんて一切なし☆ヽ(⌒▽⌒)〃☆
お店に面接行ってバイト求人情報の内容と異なる時給と待遇で言いくるめられる心配一切
ないお店だから面接に来たら全てが明らかになるよ(^-^)。夜のアルバイト初心者に優しい
ガールズバー求人募集情報は、GIRLS BAR BEGINNERS(ガールズバービギナーズ)
夜のバイト未経験スタートの女の子には時給保証1800円以上(深夜割増手当含む)
※労働法も綺麗に守ってる時給良い飲食店のアルバイトと思ってもらえれば大丈夫です。
夜のバイト未経験スタートの女の子でも安心して働ける夜のアルバイト求人募集は、GIRL
S BAR BEGINNERS《ガールズバービギナーズ》ゝ(⌒▽⌒)〃☆毎日が給料日だよ♪
基本スタイルが労働基準に沿ってるガールズバーですのでお店の基本的なルール確認した
い時は大阪府労働基準法を参照にしてもらって大丈夫です☆大阪労働法を見て店の人に聞
かなくても労働法を基本に確認できる安全な飲食店のアルバイト求人情報です。
大阪府北摂地域の阪急茨木市駅近で夜の短期間限定日払いバイト短期間限定ド短期日払い
アルバイト求人探しならガールズバービギナーズ求人情報ヾ(#⌒▽⌒#)〃☆
阪急茨木市駅の西口から徒歩1分の茨木市駅近バイトは、GIRLS BAR
BEGINNERS【ガールズバービギナーズ】
夜のアルバイト未経験スタートの女性が安心して働ける理由は罰金一切なし時給保証ビギ
ナーズスタイルのバー求人情報、GIRLS BAR BEGINNERS(ガールズバービギナーズ)
大阪府茨木市夜の短期間日払いアルバイト求人情報から夜の短期限定日払いバイト深夜の
短期間限定ド短期日払いアルバイト大募集(〃^ー^〃)/˜˜
大阪府茨木市の阪急京都線/茨木市駅前で夜のバイト初心者に優しいガールズバービギナー
ズのアルバイト・バイト募集要項は、罰金一切なし・待機カットなし・バーテンダー未経
験者大歓迎のアルバイト求人情報だから夜のバイト未経験の女の子には時給保証1800円以
上(深夜割増手当含む)夜間22時〜早朝05時の深夜時間帯は時給25%up＼(^̲^)/入店してか
らの日払い上限も日給の⑧割まで日払いOK♪
茨木市ガールズバービギナーズ求人情報は、夜間22時〜早朝05時の深夜帯は時給25%up↑
深夜割増手当てヾ(⌒▽⌒)〃バーテンダーのアルバイト初心者の女性に優しいガールズバ
ーお試し体験入店は全額日払いOK♪
面接即日からお試し体験入店OK♪
入店してから日払いアルバイト希望なら日給8割まで日払いOK
8割日払いして残金2割は、給料日に全額支給します。
給料日に入店祝い金と交通費も清算して全て給料日に手渡し支給されます(^-^)。
明日の生活費の為に働く日払いアルバイト大歓迎♪昼間の仕事が忙しくて短時間バイトで
アルバイト入りたい女の子も大歓迎♪自分で自由自在に時間帯を選んで決めて出勤できる
気楽なアルバイト(⌒▽⌒)短時間で時間も自由に選べてパート感覚のパートタイマーなら
空いた時間を生かせて効率アップ↑昼の仕事と両立できて継続率アップ↑生活リズムまで
良くなるぞo(^▽^)o♪
夜のバイト未経験の女の子に優しい環境つくりで居心地良いビギナーズスタイル˜(⌒▽⌒(
⌒▽⌒)⌒▽⌒)/˜バーテンダー未経験者の女性大歓迎のガールズバーは、ノルマ罰金一切な
し・遅刻罰金一切なし・当欠罰金一切なし・ドリンク罰金一切なし・風俗営業チックな客
呼びなんて一切なし・同伴一切なし・アフター一切なし・時給ついてない時間にアフター
や店外デートする必要一切なし接待行為一切なしの深夜酒類提供飲食店営業ガールズバー
です。
ガールズバービギナーズ働き易い理由は、ブログの強制一切なし・同伴一切なし・アフタ
ーや店外デートの強制一切なし・客呼び一切なし・プライベートの大切な時間まで巻き込
む必要ないビギナーズは、ライン・メールのやり取りや営業電話しなくて良い初心者に優
しい営業スタイルで時給の付いてない時間まで夜のバイトを巻き込む必要ない飲食店ガー

ルズバーゞ(⌒▽⌒)〃だからと言って待機カットもしません(^-^)夜のバイト初めてする女
の子には時給保証1875円以上(深夜割増手当含む)
※ビギナーズ在籍してるだけで自動的に入店祝い金10万円付いて来まーす♪
大阪府労働基準法を守って女の子の働き易さと居心地重視してるガールズバーは、罰金一
切なし・待機カットなし・夜22時以降は、深夜割増手当て・残業したら残業手当て・休日
出勤したら時給35%up↑休日出勤手当て・労働法を守った安心できる新しいスタイルのビ
ギナーズバーだよo(^▽^)o♪
大阪府茨木市ビギナーズバーお試し体験入店してビギナーズスタイルのバー気に入って入
店したなら入店祝い金10万円Get☆ヾ(⌒▽⌒)〃☆
ガールズバービギナーズのバイトは、服装自由「パンツOK」1日3時間〜OK
完全フリー出勤で週1日からOK♪
大阪府茨木市にある阪急京都本線/茨木市駅前のアルバイト求人で真夜中の時間帯指定する
女性は時給1800円〜保証(深夜割増含む)高収入バイトして好待遇の優遇保証あるからラッ
キーかも(^-^)v
短期間限定の短期日払いアルバイト短期間限定ド短期日払いバイト募集中☆今日の生活費
が必要で働きたい女の子は日払いアルバイトがおすすめ(^̲^)v
夕方18じ〜夜22じ・深夜22じ〜早朝までバイトしたい女性も時間帯は思いのまま♪
※早番なら夕方18:00〜22:00までの勤務OK♪早番18:00〜23:00までの勤務OK♪早番19:0
0〜0:00迄の勤務OK♪夜間22時〜深夜01時迄の勤務OK♪深夜01時〜深夜04時でもOK♪
遅番専門で深夜0時以降から早朝05時の勤務OK♪深夜1時以降の出勤OK♪深夜2時以降か
らラスト迄の勤務大歓迎♪
夜のシゴト全くの未経験の女の子でも働き易い初心者に優しいアルバイトだから安心だね
★夜のバイト初心者・未経験の女の子はチャンスかもo(^▽^)o経験者優遇のガールズバー
が多いですがガールズバービギナーズバーは未経験者優遇のお店★居酒屋のアルバイトや
飲食店のバイト、夜勤のパートタイマーのパートと比べても待遇良くて臨時収入の日払い
が入る楽しいアルバイト(^-^)v
ちょっと目的あってド短期日払いバイトしたい女性も大歓迎♪♪日曜日のみ週末のみ平日
のみ希望の女の子でも大歓迎♪昼の仕事の都合で急に休まないといけなくなっても罰金一
切ないお店だから安心かもo(^▽^)o♪
大阪府茨木市ガールズバービギナーズ求人情報は、
風俗営業じゃないから接待行為一切なし(^̲-)☆
深夜酒類提供飲食店営業の飲食店のアルバイトです。接待行為は法律で全面的に禁止され
てる業種ですので当店では接待行為は全面禁止です。例えば、客席に座る行為、客呼び、
同伴、アフター、店外デートなど接待行為は禁止してます。
※お客様の隣に座る行為・客席に座る行為は風俗店営業のクラブ・キャバクラ・ラウンジ
のジャンルになります。
ガールズバーは客席に座る行為・客呼び・同伴・アフター・枕営業など営業時間外の時給
付かない時間に店外デートなど接待行為に値する行為は禁止してます。アフターの強要一
切なし・ブログの強制一切なし・ノルマ罰金一切なし・キャバクラ(風俗営業)感覚で働き
に来る女の子はジャンルが異なりますのでご注意下さい。ガールズバービギナーズはバー
の店員さんが女性とゆうだけの飲食店です。
男性のお客様から人気を得た事により風俗営業っぽく思われがちですが飲食店営業の業種
になります。労働法も風営法も普通の飲食店のアルバイトや居酒屋のバイトと同じルール
になります。ビギナーズは個人情報の悪用防止とトラブル防止の為、お客様との連絡交換
を禁止にしてトラブル防止に励んでます。
夜の仕事をプライベート時間に巻き込みたくない派の女の子には連絡交換禁止は、メリッ
トに値すると思います。休日までお客様から連絡きて長電話されたら休日まで仕事してる
感覚になってライン連絡返したり電話とるのもイヤになりますよね(ノ̲・。)
ノルマ罰金一切なしのお店だから過去にノルマ罰金引かれた経験ある女の子はめちゃ嬉し
い待遇かも♪
夜のシゴトで一番気になるのは、遅刻罰金・当欠罰金・ドリンク罰金・ノルマ罰金・待機
カット・雑費引きだと思います。
ガールズバービギナーズのアルバイトは、遅刻罰金なし・当欠罰金なし・ドリンク罰金な
し・ノルマ罰金なしで罰金一切なし楽しいかも＼(^̲^)/
※大阪府労働基準を守って罰金制裁一切なし★ヾ(⌒▽⌒)〃★せっかく働いた給与から罰
金引かれてたら一生懸命働いてる意味ないですよ(˜o˜)
大阪府労働基準を守る飲食店ガールズバーのアルバイトは、お店が暇な時間帯でも待機カ
ット一切なし(^̲-)☆時給保証して待機保証もして暇な時間帯の労働時間も保証します(^̲^)
v
信用性を大切にしたビギナーズバーのバイトなら自分のメモした労働時間とマッチングし
て気持ち良いですよ(^-^)v

大阪府労働基準を守った新しいスタイルで夜の仕事のイメージを変えちゃいましょう(⌒▽
⌒)
時給保証して待機カットなし「待機保証」雑費引きなしだから労働時間メモするのも簡単
ラクラクだよ
ガールズバービギナーズは、夜のアルバイト初心者・夜のバイト未経験の女の子が働き易
い環境つくりを大切にしてるから先輩後輩の派閥も一切なくアットホームスタイルで皆仲
良しのビギナーズバーですo(^▽^)o♪
女の子の給料から雑費引き一切ありません。ガールズバービギナーズは、雑費引き・送迎
代・交通費などお店から全額負担して女の子が働き易い環境を整える努力してるお店です
。
電車・バス・モノレールの交通費全額支給で送迎車の送迎代もお店から全額負担してます
。
昼のアルバイトも、夜のバイトも労働法は同じですよね!
夜間22時〜早朝05時の時間帯は昼のアルバイトも夜のバイトも深夜割増手当てつけなダメ
です。
「深夜時間は時給25%up↑深夜割増手当てつける義務は、コンビニエンスストアでも飲食
店でも全く同じですq(^-^q)
もし、お店の労働基準がわからなくて確認したい時は大阪府労働基準法を参照にしてくだ
さい。
ガールズバービギナーズは、働く女の子の気持ちになって親身になるお店だから相談事あ
るなら相談してね((⌒▽⌒))♪
出来る限りロングで稼ぎだい女性は、時給25%up↑【残業手当て割増25%up↑】
オープンから入ってくれる早番の女の子大募集♪
深夜アルバイト希望の女の子大歓迎★
真夜中限定の女の子大歓迎♪朝方「早朝」まで希望する女性大歓迎♪
夜の短期間限定の短期アルバイトも一時的なお金の都合で稼ぎたい深夜のド短期バイトも
大募集 ♪
大阪北部の北摂エリア北摂地域、北摂地区の中心にある茨木市でガールズバーのアルバイ
トするなら夜のバイト未経験スタートの女性が不利にならない時給保証制スタイルで時給
保証1875円以上(深夜割増手当含む)
夜のアルバイト初心者に優しいガールズバー求人情報は、GIRLS BAR
BEGINNERS(ガールズバービギナーズ)
【募集内容】
仕事内容 夜のアルバイト初心者の女性に優しいガールズバーのバイト短期日払い求人情報はガールズバー経験者より当店
未経験スタートの女性を優先する夜のアルバイト初心者の女性が不利にならない初心者向けビギナーズスタイル
求人情報.゜+ヽ(○・▽・○)ノ゛ +.゜
当店未経験スタートの女性が働き易い理由は呑み込みの良い時期に1から丁寧に教えて謙虚さのある間に何回も
丁寧に教えて練習します♪( ´∀̀)人(´∀̀ )♪
人見知りする女性でも溶け込める優しい環境です♪
待遇面と当店メリット
罰金関係一切なし・ビラ配りキャッチ一切なし・雑費引きなし・待機カットなし・ブログなし・同伴出勤なし・
客呼びなし・アフターなし・日払い保証制で毎日楽しい給料日・夜のアルバイト初心者の女の子なら安心できる
時給保証制スタイル♪仕事内容は、カクテルつくる練習したり練習したカクテルをお客様に飲んでもらったりお
客様と楽しくお喋りしたりカラオケしたり初心者でもできる簡単なお仕事内容です。
大阪の北大阪エリア大阪北摂地区の大阪府北摂地域周辺の色んなバーのアルバイト募集情報のジャンルをあげて
みます(#^̲^#)
ショットバーのバイト・オーセンティックバーのアルバイト・スポーツバーのバイト・プールバーのアルバイト
・ダーツバーのバイト・ボーイズバーのアルバイト・オカマバーのバイト・メイドバーのアルバイト・ソウルバ
ーのバイト・ゲイバーのアルバイト・ガールズバーのバイト・カフェバーのアルバイト・カフェアンドバーのバ
イト・サラダバーのアルバイト・日本酒バーのバイト・ワインバーのアルバイト・焼酎バーのバイト・テキーラ
バーのアルバイト・梅酒バーのバイト・ダイニングバーのアルバイト・ダイニングアンドバーのバイト・モルト
BARのアルバイト・ロックバーのバイト・ライブバーのアルバイト・ジャ
ズバーのバイト・レゲエバーのアルバイト・ピアノバーのバイト・ミクソロジーBARのアルバイト・ホテルバー
のバイト・アイリッシュパブのアルバイト・アメリカンBARのバイト・ラムBARのアルバイト・原価
バーのバイト・スタンディングバーのアルバイト・スペインバルのバイト・レストランバーのアルバイト・フレ
アバーのバイト・マジックバーのアルバイト・婚活バーのバイト・合コンBARのアルバイト・ラジコンバーのバ
イト・鉄道バーのアルバイト・カクテルバーのバイト・シガーバーのアルバイト・カラオケバーのバイト・オイ
スターバーのアルバイト・イタリアンバルのバイト・ウィスキーボトルBARのアルバイト・駄菓子バーのバイト
など全国各地に色んなバー形態のアルバイト求人があります。ちなみにバー「BAR」はアメリカ発祥でアメリカ
生まれの名称です。
ビギナーズバーのアルバイトは、夜のバイト初めての女の子でもこなせて楽く過ごせることが出来る簡単なお仕
事内容です(^-^)。

夜のアルバイト初心者に優しいガールズバーのバイトは経験者を優遇しないビギナーズスタイル初心者向けバイ
ト求人情報だよ♪
ガールズバービギナーズは夜のアルバイト未経験の女性でも簡単にこなせるお仕事です。お喋り好きなら楽しい
アルバイトになるよ(^^)v。
お客様と女の子のアンケート中心に飲料・フードなど決めてます。料理はちょっと苦手かなぁ?と思ってる女の子
でも大丈夫です♪お手軽に食べれるフードメニューを出すだけヾ(⌒▽⌒)〃☆
朝から昼のシゴトある人やお酒飲めない女の子でもお酒・アルコール飲めなくて全然大丈夫です♪
ガールズバービギナーズは夜のアルバイト未経験の女の子に優しいお試し体験入店を用意してます(^-^)。
本当に働き易いお店なのか本当にバイト求人情報通りの待遇なのか夜のアルバイト初心者の女の子に優しいガー
ルズバーか面接とお試し体験入店で確認できますo(^▽^)o♪
お試し体験入店も日払い完全保証♪
面接即日から体験入店OK
面接だけでは働き易いお店か正直言ってわからないと思います。
本当に働き易いお店かお試し体験入店してください(^̲^)
アルバイト求人情報に記載された時給保証は本当なのか待遇面は偽りじゃないかを面接にきて自分の目で確認し
て下さいね(^̲-)☆
面接日から即日、お試し体験入店して在籍の女の子に直接接してみて本当に優しい先輩ばかりなのか自分の感覚
で確認して働き易い環境なのか確認してみてくださいね(^̲^)v
夜のバイト初心者に優しいビギナーズスタイルのバーですので優しい先輩しか誰からも認めてもらえない環境で
す(^-^)。
初めの1ステップ手順①から丁寧に優しく教えてもらえるし何か困った事はすぐ助けてくれる先輩ばかりですが
少しオッチョコチョイの先輩もいて見てて楽しいですね☆(⌒▽⌒)☆夜のアルバイト未経験スタート緊張気味の
女の子には特に働き易い環境だと思います♪
夜のアルバイト初心者の女性が働き易い環境を大切にしてガールズバーのバイト未経験の女の子が働き易いビギ
ナーズスタイル初心者向けのバーですので夜のアルバイト未経験の女の子が働き易い営業スタイルで何か困った
事あれば何でも相談もしやすい環境です(^̲-)☆
ガールズバーは、「キャバクラ・ラウンジ・クラブ・スナック」と基本的に業種ジャンル違いとなります。
ガールズバーの中にもキャバクラ・ラウンジ・クラブ・スナックなどと同じ風俗店営業許可を取得した風俗営業
のガールズバーも存在しますが、当店ガールズバービギナーズは、風俗営業のガールズバーではありません。
深夜酒類提供飲食店営業の飲食店営業のガールズバーです。
ビギナーズと同じジャンル業種は、居酒屋とか焼き鳥屋さんショットバーとかカラオケ屋さん、ラーメン屋さん
などと同じ飲食店営業のジャンルとなります(^^)。
ガールズバービギナーズと同じバーのジャンル(飲食店)で説明するとショットバー・カフェバー・カフェアンド
バー・ダイニングバー・ダイニングアンドバー・スポーツバー・ダーツバー・ワインバー・焼酎バー・カラオケ
バー・オカマバー・オーセンティックバーと同じ飲食店営業のバーとなります。
深夜酒類提供飲食店営業ですので風俗営業チックな接待行為は一切禁止の業種でもあります。
風俗営業チックな営業とは、お客様の隣に座る行為・客席に座る行為・客呼び・同伴・アフター・店外デートな
ど風俗営業に値する接待行為は禁止されてるジャンルになります(^-^)。
※飲食店営業と風俗店営業の違いは、接待行為「有無」の違いのみです。ガールズバービギナーズは、バイト時
間外の時給つかない時間に、客呼び(ライン・ブログの強制・連絡交換の強要)など一切ないお店です。
プライバシー保護と個人情報の悪用防止・個人的なトラブル防止の為にお客様との連絡交換禁止してます。
個人の携帯使って客呼び予定の準備なし・同伴出勤なし・アフター行為の強制や店外デートの強要なし・ブログ
の強要なしで罰金関係一切なし居酒屋さんの営業スタイルだよ(^̲^)/˜
※ノルマ罰金なし・ドリンク罰金なし・遅刻罰金なし・当欠罰金なし罰金一切なし
ガールズバービギナーズは初心者に優しいファミリー系のアットホームな環境で夜の仕事してる女の子は対立し
てる怖いイメージも変わっちゃうよ(^^)♪
★ガールズバービギナーズは大阪府労働基準法を守ってるお店です。
罰金や待機カットなど一切ないお店の働き易さは最高ですよo(^▽^)o♪
個人情報の悪用防止と個人的なトラブル防止策としてお客様との連絡交換は禁止してるお店です。
労働時間外の時給ついてない時間に夜の仕事を一切巻き込みたくない女の子と時給ついてる時間以外はガールズ
バーのアルバイト巻き込みたくない女性は働き易いかもo(^▽^)oプライベート時間に夜の仕事を巻き込みたくな
い女の子は、かなり働き易いかもゝ(⌒▽⌒)〃☆
勤務地 大阪府茨木市永代町
勤務時間 夕方18時〜翌朝06時の時間内で1日3時間〜OK♪
個人の都合に合わせて自由自在シフト週①日〜OK♪
ガールズバービギナーズ在籍の女の子は希望通り自由シフト週①日〜oko(^▽^)o♪
(例)時給内容説明
時給1500円+深夜割増375円=時給1875円【深夜割増手当含む時給】

早番希望の女の子は、
夕方17:00〜夜間23:00までOK♪
夕方18:00〜深夜0:00までOK♪
夜20:00〜真夜中1:00までOK♪
夜間21:00〜深夜00:00までOK♪
深夜割増手当てつく時間帯のみ勤務したい女の子大歓迎→夜間22:00〜早朝05:00までコース募集中↑
遅番は深夜0:00〜翌朝05:00までOK♪
深夜1:00〜早朝06:00までOK♪
真夜中02:00〜早朝までOK(^.^)/˜˜
夜間23:00〜真夜中2:00までOK♪夕方〜翌朝までオープンラストOK♪
早番「オープン時間から終電までOK」・遅番「終電から始発までOK」・22:00〜1:00迄の3時間以内の勤務OK・
深夜01時から早朝ラストまでOK♪あなたの都合に合わせて自由に選べるアルバイト募集時間は個人的な都合に
合わせてシフト出勤時間決めれるから個人の都合に合わせて無理なくアルバイトしましょう(^-^)。
給料 面接即日からお試し体験入店OK♪もちろん日払い保証スタイルだよ( ´艸̀)♪
ガールズバーのバイト未経験の女の子が不利にならない夜のアルバイト初心者向けビギナーズ求人はドリンクバ
ックに左右されない時給保証制スタイルで夜のバイト初心者の女の子に時給保証1875円以上(深夜割増手当含)夜
22時〜早朝05時迄の深夜時間帯は労働基準を守るスタイル時給25%up(^▽^)/☆♪
日払い完全保証って気になりますよね(^̲^)?
ガールズバービギナーズは時給⑧割まで日払い完全保証して毎日日払いして帰って下さいねo(^▽^)o♪
毎日が給料日だから生活費にも困らないガールズバーのバイト募集です (⌒▽⌒)/˜˜
シングルマザーで小さな子供のいてる女の子には便利な託児所も完備(^̲^)v
超短時間パートタイマーOK♪
一時的な都合でお金が必要ならパートでもok・固定シフトのパートタイマーも大歓迎♪
罰金なしの安全なスタイルですので子供が熱出て急にお休みあっても罰金ないから大丈夫ヾ(#⌒▽⌒#)〃★
ガールズバービギナーズのアルバイトする上で女の子との約束亊、親バレ防止対策万全ok・個人情報の悪用防止
対策万全ok・プライバシー保護の為、個人情報は厳守します。個人のトラブル防止の為、女の子の個人情報は完
全に伏せてプライバシー保護してます。
※お客様と連絡交換は個人情報の悪用防止と個人的なトラブル防止の為、連絡先の交換禁止してるお店です。
当店ビギナーズは個人情報・プライバシー保護して知人バレ親バレ防止して個人情報を厳守します。
親バレ防止策と知人バレ防止対策とアリバイ対策も万全にしてますのでご安心ください(^̲^)v
ナンバー制度で親にガールズバーで働いてることバレる心配あると思いますが親バレ防止対策済みです♪
※当店ビギナーズはガールズバーで働いてることは親バレする心配ありません(^̲^)v
罰金一切ないお店は、遅刻罰金なし・当欠罰金なし・ドリンク罰金なし・ブログ罰金なし・ノルマ罰金一切なし
・外に出てキャッチ一切なし・風俗営業チックな客呼び予定の準備なし・同伴なし・アフターなし「普通のバー
のアルバイト・居酒屋のバイト・ショットバーのアルバイトなど飲食店でバイトしてる感覚で大丈夫♪」
当店ガールズバービギナーズは、深夜酒類提供飲食店営業の許可もらってる飲食店営業のガールズバーだから風
俗営業チックな接待行為【お客様の隣に密着して座ったり客席に座ってお客様に触らせる風俗営業チックな営業
一切なし・客呼びなし・同伴なし・アフターなし・店外デートなし・ブログ強制なし・悪質なキャッチ行為なし
】
在籍の女の子を大切にしてるは女の子の給与から雑費でお金引かれたり積立協賛金引かれたり引かれもの一切な
し(o^^o)
ごく普通の事かもですが交通費全額支給【電車・バス・大阪モノレール】電車・バスのない時間帯は送迎車アリ
♪
帰りの送迎代はお店から全額負担です。送迎で高速有料道路が必要の場合は高速有料道路代のみ女の子の自己負
担してもらいます。
待遇 面接して体験入店してビギナーズスタイルを気に入ってくれた女の子に入店祝い金100000円Get♪
※面接即日から全額日払いのお試し体験入店OK♪
夜のバイト未経験スタートの女の子に時給保証1875円以上(深夜割増手当含む)夜間22時〜早朝05時迄の深夜時
間帯は労働法綺麗に守るスタイル時給25%up♪♪
ガールズバービギナーズは風俗店営業チックな客呼び予定の準備一切なし・同伴出勤なし・アフター行為や店外
デートなどの接待行為一切なし
※時給つかない労働時間外のプライベート時間まで巻き込む客呼び予定の準備や出勤前の時給つかない時間帯に
する同伴行為や退勤後の時給つかない時間帯にするアフター行為など風俗営業に値する接待行為なんて一切なし
ビラ配りキャッチ一切ないお店だからガールズバーのバイト初心者の人見知りしてしまう女の子は働き易いかも(
〃^ー^〃)
☆出勤から退勤までカットなし☆時給保証☆待機保証☆居心地保証☆
※休憩時間は大阪府労働基準法の規定を守って労働法通りの休憩時間となってます。
ガールズバービギナーズは在籍してる女の子を大切するお店です。
女の子を大切にするお店だから
給料から無駄に引かれる雑費引きや帰りの送迎車代など当店ビギナーズで負担して働いてる女の子には個人負担
させません。

余計な出費に繋がる引かれモノはスタッフの給料から引かずお店から全額負担します♪
コスプレイベントや私服の貸し衣装などの貸し衣装代も全てビギナーズから全額負担します。
ガールズバービギナーズは夜のバイト初心者に優しい初心者向けガールズバーですのでノルマ罰金一切無なし・
ドリンク罰金なし・遅刻罰金なし・当日欠勤罰金なし・ブログ罰金なし・罰金一切ない未経験の女の子が働き易
い環境です♪
全額日払い希望でアルバイトしたい女の子には好都合かもですね♪
夜のバイト未経験の女性が凄い働き易いビギナーズスタイルのガールズバーです。先輩後輩の上下関係なく新人
の女の子に優しい支持率で先輩を評価するシステムですので新人さん後輩からの支持率が最優先されてます。
入店してからの日払い上限は日給の8割までOK♪
自由自在シフト【個人の都合に合わせて自由シフト時間帯も自由自在OK】
交通費は往復の電車・バス・モノレールの交通費をお店から全額支給します。電車・バスのない時間帯は送迎車
アリ♪
送迎代は完全無料です。送迎車代などお店が全額負担するから安心してね♪送り片道20キロ圏内とさせてもらい
ます。
夜のアルバイト初心者に優しい初心者向けビギナーズスタイルのバーは、昼と掛け持ちアルバイトオッケー(^.^)/
˜
※時給の発生してない労働時間外は (プライベートタイム)
勤務時間外や休日までお客様と連絡とって客呼びの準備したり時給ついてない時間から同伴の準備したりしなく
て大丈夫です♪勤務時間外「時給のつかない拘束時間外」まで夜の仕事を巻き込みたくない女性は当店ビギナー
ズの方針と気が合うから働き易いと思いますよ(#^̲^#)
労働時間外の大切なプライベートの時間巻き込んでお客様と連絡取らなくてはイケないお店も多々あると思いま
すが、
当店ビギナーズは労働時間外の大切なプライベートの時間を一切巻き込まない営業スタイルです♪
仕事とプライベートの時間をメリハリつけて働きたい人は長期のムラなくできる方向性で考えたら当店ビギナー
ズの営業スタイルは精神的にラクだと思います(^-^)♪
当店は風俗店営業ではありませんので風俗営業チックな接待行為は一切してないお店です。

休み
資格
採用人数
応募するには

面接日
採用担当者
担当者からひと言

個人の携帯を使った客呼びや、出勤時間より早く出てきて時給付かない時間にする同伴とか、仕事終わって早く
帰りたいのにアフターとか店外デート・枕営業など本来飲食店営業で必要ない接待行為は一切ないお店です♪
毎週、月曜日定休日です。
18歳以上(高校生不可)
20名
(【求人Free】 の応募エントリーが必要です)
オフィシャルホームページ求人情報の応募フォームも見てくださいね♪電話応募・LINE応募でも大丈夫でーす♪
Ю―(^▽^o) ♪
面接時間は夜19時〜早朝06時までの営業時間内なら何時でも大丈夫です♪
元親
ガールズバービギナーズは働いてる女の子の給料から罰金を引いたり雑費引いたり待機時給カットしたり送迎代
を給料から引かれる心配もありません。
給料日に給料が思ってた以上に少なくない心配する必要なし(#^̲^#)面接で説明されてない想定外の引かれものな
んてないからガールズバービギナーズの給料日は楽しいかも
大阪府労働基準を守って居心地保証の高待遇ガールズバービギナーズのアルバイト募集情報は、当店ビギナーズ
で働いてるスタッフさんとの約束亊は守ります(^̲-)★
ガールズバービギナーズは働いてる女の子のプライバシー保護を優先して守るお店ですので夜のバイト初心者の
女の子の働き易さと居心地を大切に夜のアルバイト未経験スタートの女の子が働き易い環境を整えて夜のバイト
未経験の弱い女の子には先輩も優しいからガールズバーのコワいイメージが全くないからビックリしますよ(#^^
#)
ガールズバービギナーズは茨木警察から深夜酒類提供飲食店営業の許可を貰って営業してる飲食店営業のガール
ズバーですので風俗営業チックな接待行為など一切禁止してます。風俗営業チックなキャバクラとかラウンジの
感覚は全くなく飲食店営業のショットバーのアルバイトとか居酒屋のバイト感覚で働けるガールズバーです
ヽ(⌒▽⌒)〃
当店ビギナーズは飲食店営業ガールズバーですので風俗営業的な個人の携帯使って客呼びの準備のラインさせた
り客呼びメールさせたり客呼び電話させたり、出勤時間より早く出てきて時給ついてない労働時間外に同伴する
割の合わない仕事など一切ありません。また時給ついてない出勤時間外にお客様と連絡とって出勤日に合わせて
客呼びの準備をプライベートの時間使ってまで巻き込む必要ないと思います。
夜のバイト終わって疲れて早く帰りたいのに労働時間外の時給つかない時間にアフター・店外デートなど風俗営
業チックな接待行為も一切ありませんので安心して下さい。お店の時給つかない時間の労働は一切ありません。

☆仕事とプライベートの時間はきっちり分けてオンとオフのメリハリつけたい女の子は、
当店ビギナーズバーの営業スタイルは働き易いと思いますo(^▽^)o長期アルバイトする上で無理なく楽なスタイ
ルで安全に働きたいならガールズバービギナーズ(^̲^)ゞ
連絡先 072-631-4985 072-631-4985 080-5778-8385
携帯サイト http://www.onecoin.co.jp/free/mobile/detail.html?id=00032785
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GIRLS BAR BEGINNERS
飲食業
個人企業
元親 ※最高経営責任者
2015年 3月
200万円
10名 ※アルバイト、パート含む
〒567-0816 大阪府茨木市永代町7-3 サードボックス1F
072-631-4985
http://beginners-girlsbar.com/rec.php
阪急京都線/茨木市駅の北改札から出てすぐエスカレーター下りて西口バスターミナル側へ
阪急茨木市駅の西口バスターミナルから徒歩1分。
JR茨木駅からガールズバービギナーズへお越しの方は、
JR茨木駅の東口から出て茨木市役所方面「東向」へ歩いて茨木市役所からそのまま真っ直ぐ歩くと
阪急茨木市駅の西口バスターミナルへ到着します。
jr茨木駅からガールズバービギナーズまで徒歩15分以内で到着します。
JR茨木駅からガールズバービギナーズまでバスご利用の方は約5分程度で到着します。
大阪モノレールをご利用の方は大阪モノレール本線の南茨木駅から阪急南茨木駅へ乗り換えて阪急
高槻市駅方面に乗って1駅でガールズバービギナーズ最寄り駅の阪急茨木市駅に到着します。
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