
 

 

プレスリリース 

2020 年 3 月 12 日 

ディップ株式会社 

アルバイト時給 前年同月比 42カ月連続で上回り、過去最高を更新 

全国の平均時給は 1,107円、前月比同額、前年同月比 43円増 

報道関係各位 

ディップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨田英揮、以下当社）は、2020 年 2 月のア

ルバイト時給データを発表しました。本調査は、アルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人

広告データをもとに集計したものです。2 月のアルバイト平均時給は、1,107 円（前月比同額、前年比 43 円増）と

なりました。エリア別では、4 エリアすべてで前年を上回りました。職種別では、9 職種中 5 職種が前月を上回り、

8 職種が前年を上回りました。「バイトル」に掲載された求人件数は約 229,000 件で、前月比 9.9%増、前年比

31.0％増となりました。 

「バイトル」：https://www.baitoru.com 

■大職種別平均時給（2020 年 2 月） 

 

■概要 
 

【全国】 平均時給は 1,107円（前月比同額、前年比 43 円増） 
 

全国の平均時給は 1,107 円（前月比同額、前年比 43 円増）と前年同月比では 42 カ月連続で上回っています。 

 
 

【職種別】建築系など「建設の職業」前月比 78円増、前年比 93円増加
 

職種別平均時給は、「建築系」など「建設の職業」1,297 円（前月比 78 円増、前年比 93 円増）「フード・飲食そ

の他」など「飲食の職業」1,023 円（前月比 4 円増、前年比 26 円増）と、9 職種中 5 職種が、前月より上回りまし

た。前年同月比では、9 職種中 8 職種で上回っています。 

 

全国 関東 東海 関西 九州
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事務的職業 ¥1,179 ¥11 0.9% ¥46 4.1% ¥1,262 ¥14 1.1% ¥66 5.5% ¥1,086 ¥6 0.6% ¥47 4.5% ¥1,166 ¥14 1.2% ¥40 3.6% ¥1,108 ¥-8 -0.7% ¥31 2.9%

専門的職業 ¥1,572 ¥18 1.2% ¥350 28.6% ¥1,642 ¥19 1.2% ¥316 23.8% ¥1,561 ¥25 1.6% ¥421 36.9% ¥1,580 ¥25 1.6% ¥451 39.9% ¥1,482 ¥-4 -0.3% ¥469 46.3%

飲食の職業 ¥1,023 ¥4 0.4% ¥26 2.6% ¥1,077 ¥5 0.5% ¥32 3.1% ¥994 ¥1 0.1% ¥20 2.1% ¥1,015 ¥5 0.5% ¥28 2.8% ¥913 ¥5 0.6% ¥19 2.1%

販売の職業 ¥1,010 ¥-4 -0.4% ¥23 2.3% ¥1,074 ¥-4 -0.4% ¥27 2.6% ¥996 ¥-2 -0.2% ¥25 2.6% ¥994 ¥-5 -0.5% ¥30 3.1% ¥897 ¥-3 -0.3% ¥28 3.2%

サービスの職業 ¥1,235 ¥-2 -0.2% ¥45 3.7% ¥1,262 ¥-9 -0.7% ¥26 2.1% ¥1,139 ¥-11 -1.0% ¥-14 -1.2% ¥1,435 ¥20 1.4% ¥128 9.8% ¥1,021 ¥-24 -2.3% ¥-1 -0.1%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,045 ¥0 0.0% ¥8 0.8% ¥1,105 ¥-2 -0.2% ¥21 1.9% ¥1,020 ¥4 0.4% ¥-18 -1.7% ¥1,060 ¥5 0.5% ¥22 2.1% ¥909 ¥-1 -0.1% ¥0 0.0%

建設の職業 ¥1,297 ¥78 6.4% ¥93 7.7% ¥1,352 ¥106 8.5% ¥77 6.0% ¥1,306 ¥-126 -8.8% ¥191 17.1% ¥1,265 ¥70 5.9% ¥148 13.2% ¥1,169 ¥54 4.8% ¥129 12.4%

製造・技能の職業 ¥1,081 ¥-26 -2.3% ¥-36 -3.2% ¥1,100 ¥-45 -3.9% ¥-32 -2.8% ¥1,062 ¥-23 -2.1% ¥-57 -5.1% ¥1,117 ¥-18 -1.6% ¥28 2.6% ¥994 ¥-19 -1.9% ¥-26 -2.5%

教育の職業 ¥1,393 ¥9 0.7% ¥32 2.4% ¥1,444 ¥15 1.0% ¥26 1.8% ¥1,374 ¥3 0.2% ¥38 2.8% ¥1,349 ¥8 0.6% ¥41 3.1% ¥1,269 ¥-9 -0.7% ¥-37 -2.8%

総計 ¥1,107 ¥0 0.0% ¥43 4.0% ¥1,157 ¥1 0.1% ¥45 4.0% ¥1,082 ¥0 0.0% ¥40 3.8% ¥1,144 ¥6 0.5% ¥75 7.0% ¥983 ¥-6 -0.6% ¥42 4.5%

 

https://www.baitoru.com/


 
 

【エリア別】すべてのエリアで前年を上回りました。
 

関東エリアの平均時給は 1,157 円（前月比 1 円増、前年比 45 円増）、東海エリアの平均時給は 1,082 円（前月比

同額、前年比 40 円増）、関西エリアの平均時給は 1,144 円（前月比 6 円増、前年比 75 円増）、九州エリアの平均

時給は 983 円（前月比 6 円減、前年比 42 円増）となり、すべてのエリアで前年を上回りました。 

 

■トピックス 

「建設の職業」平均時給は 1,297 円 前月比 6.4%増（78円増）、前年同月比 7.7％増（93円増）

「建設の職業」のうち「建築系」の求人件数は、前年より 82.1%増加、平均時給は 1,325 円と前月比 7.2%増（89

円増）、前年比 9.8%増（119 円増）と前月、前年比ともに大幅に増加しました。年度末の公共工事や法人向けの工

事の需要に加え、東京オリンピック・パラリンピックにむけた都市開発やホテル建設などの需要が重なり、人手不足

はますます加速しているようです。しかし、オリンピック開催中は道路が通行止めとなり、業務へ影響が出る可能性

を考慮し、例年より求人募集を前倒しして行う企業も多く見受けられました。その中で少しでも人材確保をするため

に時給の引き上げを実施する企業も増え、募集時給が高騰しているようです。 

「飲食の職業」平均時給は 1,023 円 前年同月比 0.4％増（4円増）

「飲食の職業」のうち「ホール・キッチンスタッフ」の平均時給は 1,023 円と前月比 0.3%増（3 円増）、前年比

2.8%増（28 円増）と前月、前年比ともに増加しました。卒業・進学シーズンにむけ新しいアルバイト探しをする学

生をターゲットに、人員確保に動く企業が目立ちました。東京オリンピック・パラリンピックにむけた募集も引き続

き続いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．小職種別平均時給（2020 年 2 月） 

 

 

２．高時給職種ランキング TOP10（2020 年 2 月） 

 
 

企業／サービス概要
 

当社概要 

当社は、アルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」、正社員・契約社員求人情報サイト「バイトル NEXT」、

総合求人情報サイト「はたらこねっと」、看護師人材紹介サービス「ナースではたらこ」を通じ、求職者と求人企業

双方にとって利便性の高いサービスを提供することで社会を改善する存在となる事を目指しています。2004 年 5 月

東証マザーズ上場、2013 年 12 月東証一部上場。2019 年 2 月期売上高 421 億円。 

 2016 年には、「dip AI.Lab」を設立。日本初の AI 専門メディア「AINOW」や日本初の AI スタートアップ支援

制度「AI.Accelerator」の運営などを行っています。また、日本における少子高齢化に伴う労働力不足の深刻化と

AI・RPA 市場の拡大を受け、2019 年 4 月、新たに AI・RPA 事業部を立ち上げ、2019 年 9 月には、“誰でも・手軽

に・すぐに”導入できることをコンセプトとした FAST RPA「コボット」を開発・提供を開始しました。 

大カテゴリ 平均時給 前月比 前月
増加率 前年比 前年
増加率 大カテゴリ 平均時給 前月比 前月
増加率 前年比 前年
増加率

営業その他 ¥1,208 ¥3 0.2% ¥-149 -11.0% キャンペーン関連 ¥1,358 ¥-25 -1.8% ¥25 1.9%

営業・企画営業 ¥1,329 ¥-3 -0.2% ¥32 2.5% イベントその他 ¥1,368 ¥10 0.7% ¥-87 -6.0%

受付・秘書 ¥1,072 ¥-8 -0.8% ¥41 3.9% イベント関連 ¥1,501 ¥-6 -0.4% ¥170 12.8%

テレアポ・テレオペ ¥1,317 ¥12 0.9% ¥46 3.6% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,858 ¥-7 -0.4% ¥-260 -12.3%

オフィスその他 ¥1,178 ¥39 3.4% ¥95 8.8% レジャー・娯楽施設 ¥1,067 ¥14 1.3% ¥88 9.0%

事務・データ入力 ¥1,147 ¥13 1.2% ¥55 5.0% 点検・技術 ¥1,099 ¥-42 -3.7% ¥42 4.0%

専門事務 ¥1,150 ¥78 7.3% ¥58 5.3% サービスその他 ¥1,091 ¥-9 -0.9% ¥47 4.5%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,186 ¥22 1.9% ¥-154 -11.5% 清掃 ¥1,027 ¥14 1.4% ¥44 4.5%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,214 ¥-1 -0.1% ¥83 7.4% パチスロ ¥1,467 ¥51 3.6% ¥-13 -0.9%

編集・制作・撮影 ¥984 ¥-23 -2.2% ¥9 0.9% 旅行 ¥1,201 ¥-149 -11.1% ¥90 8.1%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,232 ¥2 0.1% ¥85 7.4% 美容・理容・メイク ¥973 ¥9 1.0% ¥33 3.5%

看護・介護 ¥1,672 ¥16 0.9% ¥499 42.6% エステ・リラクゼーション ¥1,123 ¥-4 -0.4% ¥62 5.8%

医療・介護・福祉その他 ¥1,124 ¥-2 -0.2% ¥55 5.2% 美容・理容・サロンその他 ¥1,048 ¥15 1.4% ¥71 7.3%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,385 ¥5 0.4% ¥-3 -0.2% 仕分け・検品・梱包 ¥1,028 ¥-1 -0.1% ¥20 2.0%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,235 ¥-2 -0.1% ¥24 2.0% 運送・ドライバー・配達 ¥1,123 ¥-1 -0.1% ¥10 0.9%

専門職、その他 ¥1,049 ¥23 2.3% ¥33 3.3% 軽作業・物流その他 ¥1,075 ¥5 0.5% ¥-2 -0.2%

調査業務 ¥1,229 ¥20 1.7% ¥-223 -15.4% 警備・車両誘導 ¥1,132 ¥8 0.7% ¥99 9.6%

調査・モニターその他 ¥1,103 ¥-48 -4.1% ¥-255 -18.8% 建築系 ¥1,325 ¥89 7.2% ¥119 9.8%

アパレル・雑貨販売 ¥1,012 ¥4 0.4% ¥67 7.1% 建築・土木その他 ¥1,252 ¥62 5.2% ¥52 4.3%

食品販売 ¥988 ¥-1 -0.1% ¥19 1.9% 製造系 ¥1,089 ¥-32 -2.8% ¥-35 -3.1%

携帯・家電販売 ¥1,344 ¥-40 -2.9% ¥-96 -6.7% 技能系 ¥1,172 ¥1 0.1% ¥-77 -6.2%

専門ショップ ¥1,135 ¥11 1.0% ¥117 11.5% 工場・製造その他 ¥1,017 ¥13 1.3% ¥-5 -0.5%

販売その他 ¥992 ¥-3 -0.3% ¥14 1.4% 塾講師・家庭教師 ¥1,417 ¥15 1.0% ¥21 1.5%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,023 ¥3 0.3% ¥28 2.8% 教育・保育 ¥1,058 ¥-6 -0.6% ¥19 1.8%

居酒屋・バー ¥1,101 ¥-4 -0.3% ¥0 0.0% 教師・講師・インストラクター ¥1,398 ¥-2 -0.2% ¥26 1.9%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,018 ¥-6 -0.6% ¥29 2.9% 試験監督・添削 ¥1,412 ¥66 4.9% ¥149 11.8%

フード・飲食その他 ¥1,014 ¥8 0.8% ¥23 2.3% 教育その他 ¥1,435 ¥28 2.0% ¥72 5.3%

事務的職業

専門的職業

飲食の職業

サービスの職業

運搬・清掃・

包装等の職業

建設の職業

製造・技能の職業販売の職業

教育の職業



社 名：ディップ株式会社 

代 表：代表取締役社長 兼 CEO 冨田 英揮 

本 社：東京都港区六本木 3-2-1 六本木グランドタワー31F 

電 話：03-5114-1177（代表） 

設 立：1997 年 3 月 

資 本 金：1,085 百万円 （2019 年 11 月末現在） 

従業員数：1,967 名（2019 年 4 月 1 日現在の正社員）※契約・アルバイト･派遣社員除く 

事業内容：求人情報サイト「バイトル」「バイトル NEXT」「はたらこねっと」などの運営、看護師転職支援サービ

ス、FAST RPA「コボット」の開発・提供 他 

U R L：https://www.dip-net.co.jp/ 

 

  バイトルとは 

 「バイトル」は、日本最大級の求人情報数を掲載するアルバイト・パート求人情報サイトです。インターネットな

らではの使いやすさを追求し、業界に先駆けた機能を多数提供しています。 

「バイトル」：https://www.baitoru.com 

 

本件に関するお問い合わせ先 

ディップ株式会社 広報担当（祝前、弥陀、内山） 

TEL：03-6628-4070／e-mail：info@dip-net.co.jp 

 

https://www.dip-net.co.jp/
https://www.baitoru.com/
mailto:info@dip-net.co.jp
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【バイトルレポート】
お問い合わせ先：ディップ株式会社 広報担当
e-mail: info@dip-net.co.jp

Copyright ⓒ DIP Corporation, All rights reserved.

バイトルレポート
2020年2月アルバイト時給データ

1. 全国の平均時給
2. 関東の平均時給
3. 東海の平均時給
4. 関西の平均時給
5. 九州の平均時給

Index

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ：雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア

（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。



【バイトルレポート】
お問い合わせ先：ディップ株式会社 広報担当
e-mail: info@dip-net.co.jp

Copyright ⓒ DIP Corporation, All rights reserved.

2020年3月12日発行
全国の平均時給①

１-１．職種別平均時給（2020年2月）

1

1

全国の平均時給は1,107円。前月比同額、前年比43円増。
2月のアルバイト平均時給は、1,107円（前月比同額、前年比43円増）となりました。

【ＴＯＰＩＣＳ】

１．全国の平均時給
全国の平均時給は1,107円（前月比同額、前年比43円増）となりました。前年同月比では42ヶ月連続で上昇

しています。
職種別平均時給は、「建設の職業」1,297円（前月比78円増、前年比93円増）、「飲食の職業」1,023円

（前月比4円増、前年比26円増）と、9職種中5職種が、前月より増加、8職種が前年を上回りました。
一方、前月より減少した職種は「製造・技能の職業」1,081円（前月比26円減、前年比36円減）、「販売の

職業」1,010円（前月比4円減、前年比23円増）などでした。

２．関東の平均時給
関東エリアの平均時給は1,157円（前月比1円増、前年比45円増）となり前月、前年ともに上回りました。

職種別では、「建設の職業」1,352円（前月比106円増、前年比77円増）、「専門的職業」1,642円（前月比
19円増、前年比316円増）など、9職種中5職種が前月より増加、8職種が前年より上回りました。

３．東海の平均時給
東海エリアの平均時給は1,082 円（前月比同額、前年比40円増）となり前年を上回りました。

職種別では、「専門的職業」1,561円（前月比25円増、前年比421円増）、「事務的職業」1,086円（前月比6
円増、前年比47円増）など、9職種中5職種が前月より増加、6職種が前年より上回りました。

４．関西の平均時給
関西エリアの平均時給は1,144円（前月比6円増、前年比75円増）と前月、前年ともに上回りました。

職種別では、「建設の職業」1,265円（前月比70円増、前年比148円増）、「専門的職業」1,580円（前月比
25円増、前年比451円増）など、9職種中7職種が前月より増加、全職種が前年より増加しました。

５．九州の平均時給
九州エリアの平均時給は983円（前月比6円減、前年比42円増）となりました。

職種別では、「建設の職業」1,169円（前月比54円増、前年比129円増）、「飲食の職業」913円（前月比5円
増、前年比19円増）など、9職種中2職種が前月より増加、5職種が前年より上回りました。

全国 関東 東海 関西 九州
平均
時給 前月比 前月

増加率 前年比 前年
増加率

平均
時給 前月比 前月

増加率 前年比 前年
増加率

平均
時給 前月比 前月

増加率 前年比 前年
増加率

平均
時給 前月比 前月

増加率 前年比 前年
増加率

平均
時給 前月比 前月

増加率 前年比 前年
増加率

事務的職業 ¥1,179 ¥11 0.9% ¥46 4.1% ¥1,262 ¥14 1.1% ¥66 5.5% ¥1,086 ¥6 0.6% ¥47 4.5% ¥1,166 ¥14 1.2% ¥40 3.6% ¥1,108 ¥-8 -0.7% ¥31 2.9%

専門的職業 ¥1,572 ¥18 1.2% ¥350 28.6% ¥1,642 ¥19 1.2% ¥316 23.8% ¥1,561 ¥25 1.6% ¥421 36.9% ¥1,580 ¥25 1.6% ¥451 39.9% ¥1,482 ¥-4 -0.3% ¥469 46.3%

飲食の職業 ¥1,023 ¥4 0.4% ¥26 2.6% ¥1,077 ¥5 0.5% ¥32 3.1% ¥994 ¥1 0.1% ¥20 2.1% ¥1,015 ¥5 0.5% ¥28 2.8% ¥913 ¥5 0.6% ¥19 2.1%

販売の職業 ¥1,010 ¥-4 -0.4% ¥23 2.3% ¥1,074 ¥-4 -0.4% ¥27 2.6% ¥996 ¥-2 -0.2% ¥25 2.6% ¥994 ¥-5 -0.5% ¥30 3.1% ¥897 ¥-3 -0.3% ¥28 3.2%

サービスの職業 ¥1,235 ¥-2 -0.2% ¥45 3.7% ¥1,262 ¥-9 -0.7% ¥26 2.1% ¥1,139 ¥-11 -1.0% ¥-14 -1.2% ¥1,435 ¥20 1.4% ¥128 9.8% ¥1,021 ¥-24 -2.3% ¥-1 -0.1%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,045 ¥0 0.0% ¥8 0.8% ¥1,105 ¥-2 -0.2% ¥21 1.9% ¥1,020 ¥4 0.4% ¥-18 -1.7% ¥1,060 ¥5 0.5% ¥22 2.1% ¥909 ¥-1 -0.1% ¥0 0.0%

建設の職業 ¥1,297 ¥78 6.4% ¥93 7.7% ¥1,352 ¥106 8.5% ¥77 6.0% ¥1,306 ¥-126 -8.8% ¥191 17.1% ¥1,265 ¥70 5.9% ¥148 13.2% ¥1,169 ¥54 4.8% ¥129 12.4%

製造・技能の職業 ¥1,081 ¥-26 -2.3% ¥-36 -3.2% ¥1,100 ¥-45 -3.9% ¥-32 -2.8% ¥1,062 ¥-23 -2.1% ¥-57 -5.1% ¥1,117 ¥-18 -1.6% ¥28 2.6% ¥994 ¥-19 -1.9% ¥-26 -2.5%

教育の職業 ¥1,393 ¥9 0.7% ¥32 2.4% ¥1,444 ¥15 1.0% ¥26 1.8% ¥1,374 ¥3 0.2% ¥38 2.8% ¥1,349 ¥8 0.6% ¥41 3.1% ¥1,269 ¥-9 -0.7% ¥-37 -2.8%
総計 ¥1,107 ¥0 0.0% ¥43 4.0% ¥1,157 ¥1 0.1% ¥45 4.0% ¥1,082 ¥0 0.0% ¥40 3.8% ¥1,144 ¥6 0.5% ¥75 7.0% ¥983 ¥-6 -0.6% ¥42 4.5%
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【全国】

【関東】 【東海】

【関西】 【九州】



【バイトルレポート】
お問い合わせ先：ディップ株式会社 広報担当
e-mail: info@dip-net.co.jp

Copyright ⓒ DIP Corporation, All rights reserved.

2020年3月12日発行
全国の平均時給③

１-3. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年2月）

１-4. 高時給職種ランキングTOP10（2020年2月）

1

3

１-5. 職種別平均時給推移

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ：雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア

（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率 大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

営業その他 ¥1,208 ¥3 0.2% ¥-149 -11.0% キャンペーン関連 ¥1,358 ¥-25 -1.8% ¥25 1.9%

営業・企画営業 ¥1,329 ¥-3 -0.2% ¥32 2.5% イベントその他 ¥1,368 ¥10 0.7% ¥-87 -6.0%

受付・秘書 ¥1,072 ¥-8 -0.8% ¥41 3.9% イベント関連 ¥1,501 ¥-6 -0.4% ¥170 12.8%

テレアポ・テレオペ ¥1,317 ¥12 0.9% ¥46 3.6% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,858 ¥-7 -0.4% ¥-260 -12.3%

オフィスその他 ¥1,178 ¥39 3.4% ¥95 8.8% レジャー・娯楽施設 ¥1,067 ¥14 1.3% ¥88 9.0%

事務・データ入力 ¥1,147 ¥13 1.2% ¥55 5.0% 点検・技術 ¥1,099 ¥-42 -3.7% ¥42 4.0%

専門事務 ¥1,150 ¥78 7.3% ¥58 5.3% サービスその他 ¥1,091 ¥-9 -0.9% ¥47 4.5%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,186 ¥22 1.9% ¥-154 -11.5% 清掃 ¥1,027 ¥14 1.4% ¥44 4.5%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,214 ¥-1 -0.1% ¥83 7.4% パチスロ ¥1,467 ¥51 3.6% ¥-13 -0.9%

編集・制作・撮影 ¥984 ¥-23 -2.2% ¥9 0.9% 旅行 ¥1,201 ¥-149 -11.1% ¥90 8.1%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,232 ¥2 0.1% ¥85 7.4% 美容・理容・メイク ¥973 ¥9 1.0% ¥33 3.5%

看護・介護 ¥1,672 ¥16 0.9% ¥499 42.6% エステ・リラクゼーション ¥1,123 ¥-4 -0.4% ¥62 5.8%

医療・介護・福祉その他 ¥1,124 ¥-2 -0.2% ¥55 5.2% 美容・理容・サロンその他 ¥1,048 ¥15 1.4% ¥71 7.3%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,385 ¥5 0.4% ¥-3 -0.2% 仕分け・検品・梱包 ¥1,028 ¥-1 -0.1% ¥20 2.0%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,235 ¥-2 -0.1% ¥24 2.0% 運送・ドライバー・配達 ¥1,123 ¥-1 -0.1% ¥10 0.9%

専門職、その他 ¥1,049 ¥23 2.3% ¥33 3.3% 軽作業・物流その他 ¥1,075 ¥5 0.5% ¥-2 -0.2%

調査業務 ¥1,229 ¥20 1.7% ¥-223 -15.4% 警備・車両誘導 ¥1,132 ¥8 0.7% ¥99 9.6%

調査・モニターその他 ¥1,103 ¥-48 -4.1% ¥-255 -18.8% 建築系 ¥1,325 ¥89 7.2% ¥119 9.8%

アパレル・雑貨販売 ¥1,012 ¥4 0.4% ¥67 7.1% 建築・土木その他 ¥1,252 ¥62 5.2% ¥52 4.3%

食品販売 ¥988 ¥-1 -0.1% ¥19 1.9% 製造系 ¥1,089 ¥-32 -2.8% ¥-35 -3.1%

携帯・家電販売 ¥1,344 ¥-40 -2.9% ¥-96 -6.7% 技能系 ¥1,172 ¥1 0.1% ¥-77 -6.2%

専門ショップ ¥1,135 ¥11 1.0% ¥117 11.5% 工場・製造その他 ¥1,017 ¥13 1.3% ¥-5 -0.5%

販売その他 ¥992 ¥-3 -0.3% ¥14 1.4% 塾講師・家庭教師 ¥1,417 ¥15 1.0% ¥21 1.5%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,023 ¥3 0.3% ¥28 2.8% 教育・保育 ¥1,058 ¥-6 -0.6% ¥19 1.8%

居酒屋・バー ¥1,101 ¥-4 -0.3% ¥0 0.0% 教師・講師・インストラクター ¥1,398 ¥-2 -0.2% ¥26 1.9%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,018 ¥-6 -0.6% ¥29 2.9% 試験監督・添削 ¥1,412 ¥66 4.9% ¥149 11.8%

フード・飲食その他 ¥1,014 ¥8 0.8% ¥23 2.3% 教育その他 ¥1,435 ¥28 2.0% ¥72 5.3%

事務的職業

専門的職業

飲食の職業

サービスの職業

運搬・清掃・
包装等の職業

建設の職業

製造・技能の職業販売の職業

教育の職業

職種 平均時給
1 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,858
2 → 看護・介護 ¥1,672
3 ↑ イベント関連 ¥1,501
4 ↑ パチスロ ¥1,467
5 ↓ 塾講師・家庭教師 ¥1,417
6 → 教師・講師・インストラクター ¥1,398
7 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,385
8 ↓ キャンペーン関連 ¥1,358
9 ↓ 携帯・家電販売 ¥1,344
10 ↑ 営業・企画営業 ¥1,329

順位
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関東エリアの平均時給は1,157円。前月比1円増、前年比45円増。

２-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2020年2月）

２-３. 高時給職種ランキング（2020年2月）

２-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年2月）２-１．平均時給推移（2020年2月）

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ：雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア

（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

事務的職業 ¥1,262 ¥14 1.1% ¥66 5.5%
専門的職業 ¥1,642 ¥19 1.2% ¥316 23.8%
飲食の職業 ¥1,077 ¥5 0.5% ¥32 3.1%
販売の職業 ¥1,074 ¥-4 -0.4% ¥27 2.6%
サービスの職業 ¥1,262 ¥-9 -0.7% ¥26 2.1%
運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,105 ¥-2 -0.2% ¥21 1.9%
建設の職業 ¥1,352 ¥106 8.5% ¥77 6.0%
製造・技能の職業 ¥1,100 ¥-45 -3.9% ¥-32 -2.8%
教育の職業 ¥1,444 ¥15 1.0% ¥26 1.8%

総計 ¥1,157 ¥1 0.1% ¥45 4.0%

職種 平均時給
1 → 看護・介護 ¥1,784
2 ↑ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,596
3 ↓ 塾講師・家庭教師 ¥1,535
4 ↑ イベント関連 ¥1,481
5 ↓ テレアポ・テレオペ ¥1,473
6 ↓ キャンペーン関連 ¥1,453
7 ↓ 携帯・家電販売 ¥1,445
8 ↓ 教師・講師・インストラクター ¥1,433
9 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,410
10 ↓ パチスロ ¥1,351

順位

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

¥1,225 ¥-143 -10.5% ¥-25 -2.0%

¥1,137 ¥-11 -0.9% ¥59 5.5%

¥1,473 ¥7 0.5% ¥80 5.8%

¥1,218 ¥20 1.7% ¥73 6.4%

¥1,231 ¥88 7.7% ¥90 7.8%

¥1,255 ¥-4 -0.3% ¥87 7.5%

¥1,077 ¥-16 -1.5% ¥26 2.4%

¥1,271 ¥14 1.1% ¥131 11.5%

¥1,784 ¥13 0.7% ¥463 35.0%

¥1,410 ¥12 0.8% ¥5 0.3%

¥1,259 ¥-4 -0.3% ¥38 3.1%

¥1,217 ¥-3 -0.3% ¥-250 -17.1%

¥1,078 ¥9 0.8% ¥87 8.8%

¥1,037 ¥-5 -0.5% ¥24 2.3%

¥1,445 ¥-28 -1.9% ¥-84 -5.5%

¥1,222 ¥25 2.1% ¥187 18.1%

¥1,079 ¥4 0.4% ¥35 3.3%

¥1,116 ¥-1 -0.1% ¥-5 -0.4%

¥1,052 ¥3 0.2% ¥29 2.9%

¥1,453 ¥-16 -1.1% ¥78 5.7%

¥1,481 ¥3 0.2% ¥182 14.0%

¥1,596 ¥141 9.7% ¥-201 -11.2%

¥1,084 ¥35 3.4% ¥70 6.9%

¥1,118 ¥-38 -3.3% ¥31 2.9%

¥1,102 ¥26 2.4% ¥67 6.5%

¥1,351 ¥7 0.5% ¥-317 -19.0%

¥1,250 ¥-197 -13.6% ¥90 7.7%

¥1,022 ¥18 1.8% ¥25 2.5%

¥1,126 ¥-3 -0.3% ¥18 1.6%

¥1,091 ¥-4 -0.3% ¥46 4.4%

¥1,187 ¥-2 -0.2% ¥5 0.4%

¥1,274 ¥119 10.3% ¥159 14.2%

建設の職業 ¥1,409 ¥157 12.5% ¥99 7.5%

¥1,106 ¥-47 -4.1% ¥-30 -2.7%

¥1,088 ¥-56 -4.9% ¥-177 -14.0%

¥1,535 ¥25 1.7% ¥56 3.8%

¥1,073 ¥-3 -0.3% ¥12 1.1%

¥1,433 ¥-3 -0.2% ¥-16 -1.1%

¥1,484 ¥73 5.2% ¥166 12.6%

技能系

塾講師・家庭教師

仕分け・検品・梱包

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

建築系

製造系

教育・保育

教師・講師・インストラクター

点検・技術

清掃

パチスロ

旅行

美容・理容・メイク

エステ・リラクゼーション

カフェ・レストラン・ファストフード

キャンペーン関連

イベント関連

モデル・エキストラ・芸能関連

レジャー・娯楽施設

事務的職業

専門的職業

アパレル・雑貨販売

食品販売

携帯・家電販売

専門ショップ

ホール・キッチンスタッフ

居酒屋・バー

編集・制作・撮影

SE・PG・エンジニア・運用

看護・介護

薬剤師・登録販売者・薬局

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

調査業務

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

事務・データ入力

専門事務

Webデザイン・CAD・DTP

販売の職業

飲食の職業

営業・企画営業

職種

試験監督・添削

サービスの職業

運搬・清掃・包装等
の職業

製造・技能の職業

教育の職業
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東海エリアの平均時給は1,082円。前月比同額、前年比40円増。

3-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2020年2月）

3-３. 高時給職種ランキング（2020年2月）

3-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年2月）3-１．平均時給推移（2020年2月）

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ：雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア

（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

（円、％） 平均時給 前月比  前月増加率 前年比 前年増加率

事務的職業 ¥1,086 ¥6 0.6% ¥47 4.5%
専門的職業 ¥1,561 ¥25 1.6% ¥421 36.9%
飲食の職業 ¥994 ¥1 0.1% ¥20 2.1%
販売の職業 ¥996 ¥-2 -0.2% ¥25 2.6%
サービスの職業 ¥1,139 ¥-11 -1.0% ¥-14 -1.2%
運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,020 ¥4 0.4% ¥-18 -1.7%
建設の職業 ¥1,306 ¥-126 -8.8% ¥191 17.1%
製造・技能の職業 ¥1,062 ¥-23 -2.1% ¥-57 -5.1%
教育の職業 ¥1,374 ¥3 0.2% ¥38 2.8%

総計 ¥1,082 ¥0 0.0% ¥40 3.8%

職種 平均時給
1 → 看護・介護 ¥1,659
2 ↑ 営業・企画営業 ¥1,438
3 ↑ パチスロ ¥1,435
4 ↑ 調査業務 ¥1,415
5 ↑ 教師・講師・インストラクター ¥1,390
6 ↓ 携帯・家電販売 ¥1,345
7 ↑ 塾講師・家庭教師 ¥1,343
8 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,325
9 ↓ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,320
10 → イベント関連 ¥1,304

順位

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

¥1,438 ¥48 3.5% ¥122 9.3%

¥1,031 ¥11 1.1% ¥31 3.1%

¥1,219 ¥7 0.6% ¥2 0.1%

¥1,057 ¥3 0.2% ¥57 5.7%

¥1,027 ¥27 2.7% ¥13 1.3%

¥1,104 ¥-70 -6.0% ¥135 13.9%

¥959 ¥-35 -3.5% ¥-6 -0.6%

¥1,659 ¥11 0.7% ¥564 51.5%

¥1,325 ¥4 0.3% ¥-35 -2.5%

¥1,168 ¥-49 -4.1% ¥-130 -10.0%

¥1,415 ¥22 1.6% ¥-63 -4.3%

¥1,021 ¥1 0.1% ¥69 7.2%

¥969 ¥2 0.2% ¥28 3.0%

¥1,345 ¥-51 -3.6% ¥-44 -3.2%

¥1,093 ¥7 0.7% ¥136 14.3%

¥997 ¥1 0.1% ¥22 2.3%

¥1,113 ¥3 0.3% ¥7 0.7%

¥1,023 ¥-23 -2.2% ¥78 8.2%

¥1,195 ¥-31 -2.5% ¥-27 -2.2%

¥1,304 ¥-7 -0.5% ¥-14 -1.0%

¥1,320 ¥-12 -0.9% ¥-142 -9.7%

¥996 ¥40 4.1% ¥107 12.0%

¥1,054 ¥-23 -2.1% ¥33 3.3%

¥997 ¥3 0.3% ¥-3 -0.3%

¥1,435 ¥33 2.3% ¥31 2.2%

¥1,200 ¥1,200 - ¥1,200 -

¥1,018 ¥32 3.3% ¥92 9.9%

¥1,012 ¥-2 -0.2% ¥-6 -0.6%

¥988 ¥5 0.5% ¥-5 -0.6%

¥1,127 ¥3 0.3% ¥11 1.0%

¥1,050 ¥-61 -5.5% ¥16 1.6%

建設の職業 ¥1,211 ¥-145 -10.7% ¥141 13.2%

¥1,070 ¥-28 -2.6% ¥-57 -5.1%

¥1,134 ¥22 2.0% ¥-71 -5.9%

¥1,343 ¥-4 -0.3% ¥-10 -0.7%

¥1,044 ¥-20 -1.9% ¥52 5.2%

¥1,390 ¥-0 0.0% ¥56 4.2%

¥1,224 ¥51 4.4% ¥163 15.4%

事務的職業

仕分け・検品・梱包

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

イベント関連

モデル・エキストラ・芸能関連

レジャー・娯楽施設

専門事務

点検・技術

清掃

パチスロ

専門ショップ

ホール・キッチンスタッフ

居酒屋・バー

試験監督・添削

職種

美容・理容・メイク

エステ・リラクゼーション

教師・講師・インストラクター

製造系

技能系

塾講師・家庭教師

教育・保育

建築系

営業・企画営業

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

事務・データ入力

旅行

キャンペーン関連

食品販売

携帯・家電販売

Webデザイン・CAD・DTP

編集・制作・撮影

看護・介護

薬剤師・登録販売者・薬局

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

調査業務

アパレル・雑貨販売

カフェ・レストラン・ファストフード

教育の職業

運搬・清掃・包装等
の職業

製造・技能の職業

専門的職業

販売の職業

飲食の職業

サービスの職業
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関西の平均時給4

6

関西エリアの平均時給は1,144円。前月比6円増、前年比75円増。

4-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2020年2月）

4-３. 高時給職種ランキング（2020年2月）

4-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年2月）4-１．平均時給推移（2020年2月）

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ：雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア

（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

（円、％） 平均時給 前月比  前月増加率 前年比 前年増加率

事務的職業 ¥1,166 ¥14 1.2% ¥40 3.6%
専門的職業 ¥1,580 ¥25 1.6% ¥451 39.9%
飲食の職業 ¥1,015 ¥5 0.5% ¥28 2.8%
販売の職業 ¥994 ¥-5 -0.5% ¥30 3.1%
サービスの職業 ¥1,435 ¥20 1.4% ¥128 9.8%
運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,060 ¥5 0.5% ¥22 2.1%
建設の職業 ¥1,265 ¥70 5.9% ¥148 13.2%
製造・技能の職業 ¥1,117 ¥-18 -1.6% ¥28 2.6%
教育の職業 ¥1,349 ¥8 0.6% ¥41 3.1%

総計 ¥1,144 ¥6 0.5% ¥75 7.0%

職種 平均時給
1 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥2,290
2 ↑ パチスロ ¥1,783
3 → イベント関連 ¥1,750
4 ↓ 看護・介護 ¥1,649
5 ↑ 営業・企画営業 ¥1,397
6 → 教師・講師・インストラクター ¥1,380
7 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,330
8 ↑ 塾講師・家庭教師 ¥1,324
9 ↓ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,299
10 ↓ 携帯・家電販売 ¥1,277

順位

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

¥1,397 ¥42 3.1% ¥-0 0.0%

¥1,024 ¥0 0.0% ¥-11 -1.1%

¥1,330 ¥15 1.1% ¥57 4.5%

¥1,135 ¥12 1.1% ¥41 3.8%

¥1,137 ¥42 3.9% ¥54 5.0%

¥1,182 ¥45 4.0% ¥60 5.4%

¥1,010 ¥-36 -3.5% ¥-9 -0.8%

¥1,097 ¥-112 -9.3% ¥-153 -12.2%

¥1,649 ¥21 1.3% ¥484 41.6%

¥1,299 ¥-21 -1.6% ¥-27 -2.0%

¥1,263 ¥20 1.6% ¥61 5.1%

¥1,278 ¥50 4.1% ¥194 17.9%

¥1,016 ¥-0 0.0% ¥56 5.8%

¥965 ¥-2 -0.2% ¥19 2.0%

¥1,277 ¥-97 -7.1% ¥81 6.8%

¥1,073 ¥-14 -1.3% ¥-23 -2.1%

¥1,015 ¥4 0.4% ¥32 3.2%

¥1,145 ¥-24 -2.1% ¥23 2.0%

¥1,004 ¥-5 -0.5% ¥16 1.6%

¥1,250 ¥-31 -2.4% ¥48 4.0%

¥1,750 ¥-32 -1.8% ¥269 18.1%

¥2,290 ¥-50 -2.2% ¥189 9.0%

¥1,123 ¥-56 -4.7% ¥141 14.3%

¥1,083 ¥-31 -2.8% ¥15 1.4%

¥1,024 ¥7 0.7% ¥43 4.4%

¥1,783 ¥98 5.8% ¥135 8.2%

¥1,106 ¥-96 -8.0% ¥19 1.8%

¥1,085 ¥16 1.5% ¥117 12.1%

¥1,139 ¥-9 -0.8% ¥118 11.5%

¥1,046 ¥4 0.4% ¥24 2.4%

¥1,111 ¥7 0.7% ¥14 1.3%

¥1,083 ¥-50 -4.4% ¥61 6.0%

建設の職業 ¥1,244 ¥7 0.5% ¥160 14.7%

¥1,117 ¥-23 -2.0% ¥18 1.7%

¥1,243 ¥22 1.8% ¥83 7.1%

¥1,324 ¥13 1.0% ¥-33 -2.4%

¥1,047 ¥-31 -2.8% ¥18 1.7%

¥1,380 ¥1 0.1% ¥76 5.8%

¥1,162 ¥58 5.3% ¥19 1.7%

販売の職業

飲食の職業

サービスの職業

運搬・清掃・包装等
の職業

事務的職業

専門的職業

職種

アパレル・雑貨販売

食品販売

携帯・家電販売

専門ショップ

ホール・キッチンスタッフ

居酒屋・バー

製造・技能の職業

教育の職業

営業・企画営業

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

事務・データ入力

専門事務

Webデザイン・CAD・DTP

編集・制作・撮影

SE・PG・エンジニア・運用

看護・介護

薬剤師・登録販売者・薬局

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

調査業務

カフェ・レストラン・ファストフード

キャンペーン関連

イベント関連

モデル・エキストラ・芸能関連

レジャー・娯楽施設

点検・技術

清掃

パチスロ

旅行

美容・理容・メイク

エステ・リラクゼーション

仕分け・検品・梱包

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

建築系

試験監督・添削

製造系

技能系

塾講師・家庭教師

教育・保育

教師・講師・インストラクター
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九州エリアの平均時給は983円。前月比6円減、前年比42円増。

5-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2020年2月）

5-３. 高時給職種ランキング（2020年2月）

5-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2020年2月）5-１．平均時給推移（2020年2月）

調査概要

• 該当月、アルバイトの求人情報サイト「バイトル」に掲載された求人広告データより、
下記除外対象データを除く、給与が時給制の仕事情報より算出

• 除外対象データ：雇用形態「派遣」の仕事情報、接待を伴うアルコール主体の飲食店
• サンプル数が10件未満のものは“-”と表記
• 集計対象エリア

（全国）47都道府県
（関東）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
（東海）岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
（関西）滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
（九州）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※ 2018年3月より、職種カテゴリを厚生労働省開示の9職種へ変更。詳しくは「2.職種
別平均時給表」参照。なお、前月比・前年比は、2016年1月以降の平均時給を9職種
の新カテゴリで再抽出し表記。

（円、％） 平均時給 前月比  前月増加率 前年比 前年増加率

事務的職業 ¥1,108 ¥-8 -0.7% ¥31 2.9%
専門的職業 ¥1,482 ¥-4 -0.3% ¥469 46.3%
飲食の職業 ¥913 ¥5 0.6% ¥19 2.1%
販売の職業 ¥897 ¥-3 -0.3% ¥28 3.2%
サービスの職業 ¥1,021 ¥-24 -2.3% ¥-1 -0.1%
運搬・清掃・包装等の職業 ¥909 ¥-1 -0.1% ¥0 0.0%
建設の職業 ¥1,169 ¥54 4.8% ¥129 12.4%
製造・技能の職業 ¥994 ¥-19 -1.9% ¥-26 -2.5%
教育の職業 ¥1,269 ¥-9 -0.7% ¥-37 -2.8%

総計 ¥983 ¥-6 -0.6% ¥42 4.5%

職種 平均時給
1 ↑ 調査業務 ¥1,705
2 ↓ 看護・介護 ¥1,543
3 ↓ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,455
4 → 塾講師・家庭教師 ¥1,296
5 → 教師・講師・インストラクター ¥1,281
6 → キャンペーン関連 ¥1,223
7 → 営業・企画営業 ¥1,192
8 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,167
9 ↑ 建築系 ¥1,142
10 ↑ パチスロ ¥1,140

順位

大カテゴリ 平均時給 前月比  前月増加率 前年比  前年増加率

¥1,192 ¥28 2.4% ¥-12 -1.0%

¥1,066 ¥-75 -6.6% ¥117 12.3%

¥1,167 ¥4 0.4% ¥34 3.0%

¥1,069 ¥-10 -1.0% ¥32 3.1%

¥982 ¥20 2.0% ¥58 6.3%

¥998 ¥20 2.1% ¥-62 -5.8%

¥890 ¥-11 -1.3% ¥32 3.7%

¥1,052 ¥-55 -5.0% ¥21 2.0%

¥1,543 ¥1 0.0% ¥461 42.6%

¥1,127 ¥-37 -3.2% ¥66 6.3%

¥1,061 ¥198 22.9% ¥58 5.8%

¥1,705 ¥621 57.3% ¥478 39.0%

¥919 ¥-5 -0.5% ¥51 5.8%

¥882 ¥-1 -0.2% ¥19 2.2%

¥1,101 ¥-31 -2.8% ¥82 8.0%

¥934 ¥11 1.2% ¥-12 -1.3%

¥914 ¥4 0.4% ¥20 2.2%

¥1,054 ¥2 0.2% ¥30 2.9%

¥882 ¥-20 -2.2% ¥-1 -0.1%

¥1,223 ¥-6 -0.5% ¥165 15.6%

¥1,044 ¥12 1.2% ¥-107 -9.3%

¥1,455 ¥-545 -27.3% ¥-1,408 -49.2%

¥887 ¥19 2.1% ¥19 2.2%

¥1,093 ¥-58 -5.0% ¥106 10.7%

¥958 ¥4 0.4% ¥39 4.2%

¥1,140 ¥0 0.0% ¥51 4.7%

¥960 ¥-42 -4.2% ¥-78 -7.5%

¥835 ¥-12 -1.4% ¥-20 -2.3%

¥1,102 ¥-56 -4.8% ¥11 1.0%

¥892 ¥-1 -0.1% ¥1 0.1%

¥975 ¥-3 -0.3% ¥35 3.7%

¥987 ¥-11 -1.1% ¥40 4.2%

¥1,142 ¥-38 -3.2% ¥107 10.3%

¥1,025 ¥-20 -1.9% ¥2 0.2%

¥994 ¥-109 -9.9% ¥-155 -13.5%

¥1,296 ¥-3 -0.2% ¥-62 -4.6%

¥913 ¥-17 -1.8% ¥-16 -1.7%
¥1,281 ¥-7 -0.5% ¥-47 -3.6%
¥1,270 ¥83 7.0% ¥16 1.3%

事務的職業

専門的職業

販売の職業

飲食の職業

サービスの職業

エステ・リラクゼーション

仕分け・検品・梱包

運送・ドライバー・配達

警備・車両誘導

営業・企画営業

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

事務・データ入力

Webデザイン・CAD・DTP

編集・制作・撮影

SE・PG・エンジニア・運用

看護・介護

ホール・キッチンスタッフ

専門ショップ

点検・技術

旅行

清掃

パチスロ

美容・理容・メイク

居酒屋・バー

キャンペーン関連

イベント関連

レジャー・娯楽施設

モデル・エキストラ・芸能関連

カフェ・レストラン・ファストフード

携帯・家電販売

職種

薬剤師・登録販売者・薬局

調査業務

アパレル・雑貨販売

食品販売

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

専門事務

建築系

製造・技能の職業

教育の職業
教師・講師・インストラクター

製造系

技能系

塾講師・家庭教師

教育・保育

試験監督・添削

運搬・清掃・
包装等の職業


