
 

 

プレスリリース 

2021 年 4 月 14 日 

ディップ株式会社 

2021 年 3 月度 アルバイト平均時給調査 

全国の平均時給は 1,155 円。前月比 15 円減、前年比 48 円増 

報道関係者各位 

ディップ株式会社（以下「当社」）は、2021 年 3 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。3 月のアルバイ

ト平均時給は、1,155 円（前月比 15 円減、前年比 48 増）となりました。「バイトル」に掲載された求人件数は約

179,000 件で、前月比 12.3%増、前年比 21.2%減となりました。 

「バイトル」：https://www.baitoru.com 

■大職種別平均時給（2021 年 3 月）

 

 

■概要 
 

【全国】 平均時給は 1,155 円（前月比 15 円減、前年比 48 円増） 
 

全国の平均時給は 1,155 円（前月比 15 円減、前年比 48 円増）となりました。 

 
 

【職種別】「飲食の職業」が全エリアで前月を上回りました。
 

「飲食の職業」の平均時給は 1,005 円（前月比 2 円増、前年比 19 円減）となりました。また関東エリアの時給は

1,069 円（前月比 3 円増、前年比 11 円減）、東海エリアの時給は 982 円（前月比 2 円増、前年比 13 円減）、関西

エリアの時給は 1,011 円（前月比 8 円増、前年比 4 円減）、九州エリアの時給は 902 円（前月比 4 円増、前年比

10 円減）となり、全エリアで前月比を上回りました。 

 

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 ¥1,285 ¥-2 -0.2% ¥91 7.6% ¥1,333 ¥-11 -0.8% ¥53 4.1% ¥1,084 ¥-1 -0.1% ¥-8 -0.7% ¥1,560 ¥14 0.9% ¥383 32.5% ¥1,072 ¥-8 -0.7% ¥-57 -5.0%

専門的職業 ¥1,198 ¥4 0.3% ¥-307 -20.4% ¥1,248 ¥7 0.6% ¥-302 -19.5% ¥1,130 ¥43 4.0% ¥-389 -25.6% ¥1,217 ¥-4 -0.3% ¥-294 -19.5% ¥1,113 ¥-23 -2.0% ¥-328 -22.8%

飲食の職業 ¥1,005 ¥2 0.2% ¥-19 -1.9% ¥1,069 ¥3 0.3% ¥-11 -1.0% ¥982 ¥2 0.2% ¥-13 -1.3% ¥1,011 ¥8 0.8% ¥-4 -0.4% ¥902 ¥4 0.4% ¥-10 -1.1%

販売の職業 ¥1,007 ¥-12 -1.2% ¥-1 -0.1% ¥1,083 ¥-5 -0.5% ¥7 0.7% ¥983 ¥-6 -0.6% ¥1 0.1% ¥1,007 ¥-8 -0.8% ¥19 1.9% ¥896 ¥-19 -2.1% ¥-1 -0.1%

サービスの職業 ¥1,255 ¥-22 -1.7% ¥4 0.3% ¥1,220 ¥-6 -0.5% ¥-52 -4.1% ¥1,067 ¥-9 -0.8% ¥-105 -9.0% ¥1,589 ¥-28 -1.7% ¥131 9.0% ¥1,021 ¥4 0.4% ¥-7 -0.7%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,042 ¥-13 -1.2% ¥-3 -0.3% ¥1,121 ¥-5 -0.4% ¥19 1.7% ¥1,006 ¥-8 -0.8% ¥-10 -1.0% ¥1,042 ¥-17 -1.6% ¥-26 -2.4% ¥985 ¥9 0.9% ¥81 9.0%

建設の職業 ¥1,270 ¥61 5.0% ¥23 1.8% ¥1,581 ¥249 18.7% ¥306 24.0% ¥1,070 ¥-72 -6.3% ¥-221 -17.1% ¥1,123 ¥-15 -1.3% ¥-130 -10.4% ¥1,154 ¥-112 -8.8% ¥52 4.7%

製造・技能の職業 ¥1,037 ¥-1 -0.1% ¥-98 -8.6% ¥1,098 ¥15 1.4% ¥5 0.5% ¥1,086 ¥36 3.4% ¥43 4.1% ¥1,090 ¥14 1.3% ¥-176 -13.9% ¥960 ¥-33 -3.3% ¥-26 -2.6%

教育の職業 ¥1,675 ¥-13 -0.8% ¥256 18.0% ¥1,713 ¥-11 -0.6% ¥245 16.7% ¥1,638 ¥-9 -0.5% ¥247 17.8% ¥1,671 ¥-33 -1.9% ¥301 22.0% ¥1,573 ¥-9 -0.6% ¥197 14.3%

総計 ¥1,155 ¥-15 -1.3% ¥48 4.3% ¥1,211 ¥-5 -0.4% ¥54 4.7% ¥1,097 ¥-4 -0.4% ¥24 2.2% ¥1,241 ¥-22 -1.7% ¥97 8.5% ¥983 ¥-14 -1.4% ¥5 0.5%

 

https://www.baitoru.com/


 

 
 

【エリア別】全エリアで平均時給が前年を上回りました。
 

関東エリアの平均時給は 1,211 円（前月比 5 円減、前年比 54 円増）、東海エリアの平均時給は 1,097 円（前月比

4 円減、前年比 24 円増）、関西エリアの平均時給は 1,241 円（前月比 22 円減、前年比 97 円増）、九州エリアの

平均時給は 983 円（前月比 14 円減、前年比 5 円増）となり、全エリアで前年同月比を上回りました。 

１．職種別平均時給（2021 年 3 月） 

  

 

２．高時給職種ランキング TOP10（2021 年 3 月） 

  
 

  

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 ¥1,211 ¥-16 -1.3% ¥-10 -0.8% キャンペーン関連 ¥1,397 ¥-7 -0.5% ¥0 0.0%

営業・企画営業 ¥1,305 ¥-85 -6.1% ¥7 0.5% イベントその他 ¥1,401 ¥-4 -0.3% ¥110 8.5%

受付・秘書 ¥1,125 ¥-10 -0.9% ¥8 0.7% イベント関連 ¥1,752 ¥-41 -2.3% ¥213 13.8%

テレアポ・テレオペ ¥1,338 ¥21 1.6% ¥5 0.4% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥2,362 ¥-27 -1.1% ¥431 22.3%

オフィスその他 ¥1,179 ¥9 0.8% ¥8 0.7% レジャー・娯楽施設 ¥1,114 ¥54 5.1% ¥89 8.7%

事務・データ入力 ¥1,325 ¥-7 -0.5% ¥172 14.9% 点検・技術 ¥1,034 ¥3 0.3% ¥-66 -6.0%

専門事務 ¥1,123 ¥6 0.5% ¥-13 -1.1% サービスその他 ¥1,075 ¥-21 -1.9% ¥-21 -1.9%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,219 ¥68 5.9% ¥37 3.1% 清掃 ¥1,025 ¥22 2.2% ¥-22 -2.1%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,162 ¥-9 -0.8% ¥-64 -5.2% パチスロ ¥1,492 ¥-19 -1.3% ¥-1 -0.1%

編集・制作・撮影 ¥991 ¥9 0.9% ¥18 1.8% 旅行 ¥1,194 ¥-19 -1.6% ¥34 2.9%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,179 ¥-14 -1.2% ¥-19 -1.6% 美容・理容・メイク ¥1,015 ¥-2 -0.2% ¥36 3.7%

看護・介護 ¥1,175 ¥14 1.2% ¥-438 -27.2% エステ・リラクゼーション ¥1,142 ¥3 0.3% ¥20 1.8%

医療・介護・福祉その他 ¥1,164 ¥-6 -0.5% ¥40 3.6% 美容・理容・サロンその他 ¥1,077 ¥14 1.3% ¥32 3.1%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,380 ¥44 3.3% ¥-2 -0.1% 仕分け・検品・梱包 ¥1,029 ¥-18 -1.7% ¥0 0.0%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,254 ¥-15 -1.2% ¥39 3.2% 運送・ドライバー・配達 ¥1,090 ¥3 0.3% ¥-33 -2.9%

専門職、その他 ¥1,016 ¥-18 -1.7% ¥-21 -2.0% 軽作業・物流その他 ¥1,065 ¥1 0.1% ¥-1 -0.1%

調査業務 ¥1,486 ¥5 0.3% ¥264 21.6% 警備・車両誘導 ¥1,072 ¥14 1.3% ¥-39 -3.5%

調査・モニターその他 ¥1,043 ¥2 0.2% ¥-142 -12.0% 建築系 ¥1,212 ¥-47 -3.7% ¥-47 -3.7%

アパレル・雑貨販売 ¥962 ¥2 0.2% ¥-34 -3.4% 建築・土木その他 ¥1,380 ¥273 24.7% ¥157 12.8%

食品販売 ¥971 ¥-1 -0.1% ¥-7 -0.7% 製造系 ¥1,032 ¥2 0.2% ¥-97 -8.6%

携帯・家電販売 ¥1,405 ¥-1 -0.1% ¥52 3.8% 技能系 ¥1,235 ¥26 2.2% ¥-156 -11.2%

専門ショップ ¥954 ¥1 0.1% ¥-157 -14.1% 工場・製造その他 ¥1,035 ¥-14 -1.3% ¥33 3.3%

販売その他 ¥976 ¥-15 -1.5% ¥-17 -1.7% 塾講師・家庭教師 ¥1,742 ¥-9 -0.5% ¥307 21.4%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,008 ¥2 0.2% ¥-16 -1.6% 教育・保育 ¥1,119 ¥20 1.8% ¥33 3.0%

居酒屋・バー ¥1,286 ¥37 3.0% ¥177 16.0% 教師・講師・インストラクター ¥1,739 ¥-4 -0.2% ¥321 22.6%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,012 ¥1 0.1% ¥-11 -1.1% 試験監督・添削 ¥1,650 ¥6 0.4% ¥173 11.7%

フード・飲食その他 ¥988 ¥1 0.1% ¥-31 -3.0% 教育その他 ¥1,560 ¥-53 -3.3% ¥79 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 ¥2,362

2 → イベント関連 ¥1,752

3 → 塾講師・家庭教師 ¥1,742

4 → 教師・講師・インストラクター ¥1,739

5 → パチスロ ¥1,492

6 → 調査業務 ¥1,486

7 → 携帯・家電販売 ¥1,405

8 → キャンペーン関連 ¥1,397

9 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,380

10 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,338

順位



 

企業／サービス概要
 

当社概要 

「私たち dip は夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」の企業理念のもと、”Labor force solution 

company”をビジョンに掲げ、『労働力の総合商社』として、人材サービス事業と DX 事業を運営しています。 

 

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 （2021 年 3 月末現在） 

従業員数：2,173 名（2020 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、DX サービス「コボット」の開発・提供、他 

上場証券取引所：東京証券取引所（市場第一部） 

売上高：324 億円（2021 年 2 月期） 

URL: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 

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
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バイトルレポート
2021年3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.

2021年4月14日発行
全国の平均時給①

１-１．職種別平均時給（2021年3月）

1

1

全国の平均時給は1,155円。前月比15円減、前年比48円増。
3月のアルバイト平均時給は、1,155円（前月比15円減、前年比48円増）となりました。

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 ¥1,285 ¥-2 -0.2% ¥91 7.6% ¥1,333 ¥-11 -0.8% ¥53 4.1% ¥1,084 ¥-1 -0.1% ¥-8 -0.7% ¥1,560 ¥14 0.9% ¥383 32.5% ¥1,072 ¥-8 -0.7% ¥-57 -5.0%

専門的職業 ¥1,198 ¥4 0.3% ¥-307 -20.4% ¥1,248 ¥7 0.6% ¥-302 -19.5% ¥1,130 ¥43 4.0% ¥-389 -25.6% ¥1,217 ¥-4 -0.3% ¥-294 -19.5% ¥1,113 ¥-23 -2.0% ¥-328 -22.8%

飲食の職業 ¥1,005 ¥2 0.2% ¥-19 -1.9% ¥1,069 ¥3 0.3% ¥-11 -1.0% ¥982 ¥2 0.2% ¥-13 -1.3% ¥1,011 ¥8 0.8% ¥-4 -0.4% ¥902 ¥4 0.4% ¥-10 -1.1%

販売の職業 ¥1,007 ¥-12 -1.2% ¥-1 -0.1% ¥1,083 ¥-5 -0.5% ¥7 0.7% ¥983 ¥-6 -0.6% ¥1 0.1% ¥1,007 ¥-8 -0.8% ¥19 1.9% ¥896 ¥-19 -2.1% ¥-1 -0.1%

サービスの職業 ¥1,255 ¥-22 -1.7% ¥4 0.3% ¥1,220 ¥-6 -0.5% ¥-52 -4.1% ¥1,067 ¥-9 -0.8% ¥-105 -9.0% ¥1,589 ¥-28 -1.7% ¥131 9.0% ¥1,021 ¥4 0.4% ¥-7 -0.7%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,042 ¥-13 -1.2% ¥-3 -0.3% ¥1,121 ¥-5 -0.4% ¥19 1.7% ¥1,006 ¥-8 -0.8% ¥-10 -1.0% ¥1,042 ¥-17 -1.6% ¥-26 -2.4% ¥985 ¥9 0.9% ¥81 9.0%

建設の職業 ¥1,270 ¥61 5.0% ¥23 1.8% ¥1,581 ¥249 18.7% ¥306 24.0% ¥1,070 ¥-72 -6.3% ¥-221 -17.1% ¥1,123 ¥-15 -1.3% ¥-130 -10.4% ¥1,154 ¥-112 -8.8% ¥52 4.7%

製造・技能の職業 ¥1,037 ¥-1 -0.1% ¥-98 -8.6% ¥1,098 ¥15 1.4% ¥5 0.5% ¥1,086 ¥36 3.4% ¥43 4.1% ¥1,090 ¥14 1.3% ¥-176 -13.9% ¥960 ¥-33 -3.3% ¥-26 -2.6%

教育の職業 ¥1,675 ¥-13 -0.8% ¥256 18.0% ¥1,713 ¥-11 -0.6% ¥245 16.7% ¥1,638 ¥-9 -0.5% ¥247 17.8% ¥1,671 ¥-33 -1.9% ¥301 22.0% ¥1,573 ¥-9 -0.6% ¥197 14.3%

総計 ¥1,155 ¥-15 -1.3% ¥48 4.3% ¥1,211 ¥-5 -0.4% ¥54 4.7% ¥1,097 ¥-4 -0.4% ¥24 2.2% ¥1,241 ¥-22 -1.7% ¥97 8.5% ¥983 ¥-14 -1.4% ¥5 0.5%

【ＴＯＰＩＣＳ】

１．全国の平均時給
全国の平均時給は1,155円（前月比15円減、前年比48円増）となりました。
職種別平均時給は、「建設の職業」1,270円（前月比61円増、前年比23円増）、「専門的職業」1,198円（前月比4円増、

前年比307円減）など、9職種中3職種が前月より増加しました。減少した職種は「サービスの職業」1,255円（前月比22
円減、前年比4円増）、「販売の職業」1,007円（前月比12円減、前年比1円減）など6職種でした。

２．関東の平均時給
関東エリアの平均時給は1,211円（前月比5円減、前年比54円増）となりました。
職種別平均時給は、「製造・技能の職業」1,098円（前月比15円増、前年比5円増）、「飲食の職業」1,069円（前月比

3円増、前年比11円減）など、9職種中4職種が前月より増加しました。減少した職種は「事務的職業」 1,333円（前月比
11円減、前年比53円増）、 「教育の職業」 1,713円（前月比11円減、前年比245円増）など5職種でした。

３．東海の平均時給
東海エリアの平均時給は1,097円（前月比4円減、前年比24円増）となりました。
職種別平均時給は、「専門的職業」1,130円（前月比43円増、前年比389円減）、「製造・技能の職業」1,086円（前月

比36円増、前年比43円増）など、9職種中3職種が前月より増加しました。減少した職種は「運搬・清掃・包装等の職業」
1,006円（前月比8円減、前年比10円減）、「建設の職業」1,070円（前月比72円減、前年比221円減）など6職種でした。

４．関西の平均時給
関西エリアの平均時給は1,241円（前月比22円減、前年比97円増）となりました。

職種別平均時給は、「事務的職業」1,560円（前月比14円増、前年比383円増）、「飲食の職業」1,011円（前月比8円増、
前年比4円減）など、9職種中3職種が前月より増加しました。減少した職種は「教育の職業」1,671円（前月比33円減、前
年比301円増）、「サービスの職業」1,589円（前月比28円減、前年比131円増）など6職種でした。

５．九州の平均時給
九州エリアの平均時給は983円（前月比14円減、前年比5円増）となりました。
職種別平均時給は、「運搬・清掃・包装等の職業」985円（前月比9円増、前年比81円増）、「サービスの職業」1,021

円（前月比4円増、前年比7円減）など、9職種中3職種が前月より増加しました。減少した職種は「建設の職業」1,154円
（前月比112円減、前年比52円増）、「事務的職業」1,072円（前月比8円減、前年比57円減）など6職種でした。
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１-3. 職種中カテゴリ別平均時給（2021年3月）

１-4. 高時給職種ランキングTOP10（2021年3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 ¥1,211 ¥-16 -1.3% ¥-10 -0.8% キャンペーン関連 ¥1,397 ¥-7 -0.5% ¥0 0.0%

営業・企画営業 ¥1,305 ¥-85 -6.1% ¥7 0.5% イベントその他 ¥1,401 ¥-4 -0.3% ¥110 8.5%

受付・秘書 ¥1,125 ¥-10 -0.9% ¥8 0.7% イベント関連 ¥1,752 ¥-41 -2.3% ¥213 13.8%

テレアポ・テレオペ ¥1,338 ¥21 1.6% ¥5 0.4% モデル・エキストラ・芸能関連 ¥2,362 ¥-27 -1.1% ¥431 22.3%

オフィスその他 ¥1,179 ¥9 0.8% ¥8 0.7% レジャー・娯楽施設 ¥1,114 ¥54 5.1% ¥89 8.7%

事務・データ入力 ¥1,325 ¥-7 -0.5% ¥172 14.9% 点検・技術 ¥1,034 ¥3 0.3% ¥-66 -6.0%

専門事務 ¥1,123 ¥6 0.5% ¥-13 -1.1% サービスその他 ¥1,075 ¥-21 -1.9% ¥-21 -1.9%

IT・クリエイティブ/クリエイターその他 ¥1,219 ¥68 5.9% ¥37 3.1% 清掃 ¥1,025 ¥22 2.2% ¥-22 -2.1%

Webデザイン・CAD・DTP ¥1,162 ¥-9 -0.8% ¥-64 -5.2% パチスロ ¥1,492 ¥-19 -1.3% ¥-1 -0.1%

編集・制作・撮影 ¥991 ¥9 0.9% ¥18 1.8% 旅行 ¥1,194 ¥-19 -1.6% ¥34 2.9%

SE・PG・エンジニア・運用 ¥1,179 ¥-14 -1.2% ¥-19 -1.6% 美容・理容・メイク ¥1,015 ¥-2 -0.2% ¥36 3.7%

看護・介護 ¥1,175 ¥14 1.2% ¥-438 -27.2% エステ・リラクゼーション ¥1,142 ¥3 0.3% ¥20 1.8%

医療・介護・福祉その他 ¥1,164 ¥-6 -0.5% ¥40 3.6% 美容・理容・サロンその他 ¥1,077 ¥14 1.3% ¥32 3.1%

薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,380 ¥44 3.3% ¥-2 -0.1% 仕分け・検品・梱包 ¥1,029 ¥-18 -1.7% ¥0 0.0%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,254 ¥-15 -1.2% ¥39 3.2% 運送・ドライバー・配達 ¥1,090 ¥3 0.3% ¥-33 -2.9%

専門職、その他 ¥1,016 ¥-18 -1.7% ¥-21 -2.0% 軽作業・物流その他 ¥1,065 ¥1 0.1% ¥-1 -0.1%

調査業務 ¥1,486 ¥5 0.3% ¥264 21.6% 警備・車両誘導 ¥1,072 ¥14 1.3% ¥-39 -3.5%

調査・モニターその他 ¥1,043 ¥2 0.2% ¥-142 -12.0% 建築系 ¥1,212 ¥-47 -3.7% ¥-47 -3.7%

アパレル・雑貨販売 ¥962 ¥2 0.2% ¥-34 -3.4% 建築・土木その他 ¥1,380 ¥273 24.7% ¥157 12.8%

食品販売 ¥971 ¥-1 -0.1% ¥-7 -0.7% 製造系 ¥1,032 ¥2 0.2% ¥-97 -8.6%

携帯・家電販売 ¥1,405 ¥-1 -0.1% ¥52 3.8% 技能系 ¥1,235 ¥26 2.2% ¥-156 -11.2%

専門ショップ ¥954 ¥1 0.1% ¥-157 -14.1% 工場・製造その他 ¥1,035 ¥-14 -1.3% ¥33 3.3%

販売その他 ¥976 ¥-15 -1.5% ¥-17 -1.7% 塾講師・家庭教師 ¥1,742 ¥-9 -0.5% ¥307 21.4%

ホール・キッチンスタッフ ¥1,008 ¥2 0.2% ¥-16 -1.6% 教育・保育 ¥1,119 ¥20 1.8% ¥33 3.0%

居酒屋・バー ¥1,286 ¥37 3.0% ¥177 16.0% 教師・講師・インストラクター ¥1,739 ¥-4 -0.2% ¥321 22.6%

カフェ・レストラン・ファストフード ¥1,012 ¥1 0.1% ¥-11 -1.1% 試験監督・添削 ¥1,650 ¥6 0.4% ¥173 11.7%

フード・飲食その他 ¥988 ¥1 0.1% ¥-31 -3.0% 教育その他 ¥1,560 ¥-53 -3.3% ¥79 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 ¥2,362

2 → イベント関連 ¥1,752

3 → 塾講師・家庭教師 ¥1,742

4 → 教師・講師・インストラクター ¥1,739

5 → パチスロ ¥1,492

6 → 調査業務 ¥1,486

7 → 携帯・家電販売 ¥1,405

8 → キャンペーン関連 ¥1,397

9 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,380

10 ↑ テレアポ・テレオペ ¥1,338

順位
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関東エリアの平均時給は1,211円。前月比5円減、前年比54円増。

２-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2021年3月）

２-３. 高時給職種ランキング（2021年3月）

２-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2021年3月）２-１．平均時給推移（2021年3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 ¥1,333 ¥-11 -0.8% ¥53 4.1%

専門的職業 ¥1,248 ¥7 0.6% ¥-302 -19.5%

飲食の職業 ¥1,069 ¥3 0.3% ¥-11 -1.0%

販売の職業 ¥1,083 ¥-5 -0.5% ¥7 0.7%

サービスの職業 ¥1,220 ¥-6 -0.5% ¥-52 -4.1%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,121 ¥-5 -0.4% ¥19 1.7%

建設の職業 ¥1,581 ¥249 18.7% ¥306 24.0%

製造・技能の職業 ¥1,098 ¥15 1.4% ¥5 0.5%

教育の職業 ¥1,713 ¥-11 -0.6% ¥245 16.7%

総計 ¥1,211 ¥-5 -0.4% ¥54 4.7%

職種 平均時給

1 ↑ 塾講師・家庭教師 ¥1,818

2 → 教師・講師・インストラクター ¥1,813

3 ↓ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,634

4 → テレアポ・テレオペ ¥1,566

5 ↑ キャンペーン関連 ¥1,510

5 → イベント関連 ¥1,510

7 → 携帯・家電販売 ¥1,478

8 ↓ 調査業務 ¥1,473

9 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,338

10 → パチスロ ¥1,333

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

¥1,245 ¥-165 -11.7% ¥46 3.8%

¥1,230 ¥-5 -0.4% ¥33 2.8%

¥1,566 ¥0 0.0% ¥48 3.2%

¥1,271 ¥-17 -1.3% ¥47 3.8%

¥1,154 ¥7 0.6% ¥-44 -3.7%

¥1,251 ¥-6 -0.5% ¥18 1.5%

¥1,085 ¥7 0.6% ¥19 1.8%

¥1,141 ¥1 0.1% ¥-81 -6.6%

¥1,233 ¥20 1.6% ¥-461 -27.2%

¥1,338 ¥28 2.1% ¥-69 -4.9%

¥1,254 ¥-5 -0.4% ¥28 2.3%

¥1,473 ¥-25 -1.7% ¥254 20.8%

¥1,014 ¥-1 -0.1% ¥-56 -5.2%

¥1,020 ¥2 0.2% ¥-14 -1.4%

¥1,478 ¥4 0.3% ¥24 1.7%

¥990 ¥-2 -0.2% ¥-187 -15.9%

¥1,070 ¥1 0.1% ¥-11 -1.0%

¥1,268 ¥42 3.4% ¥145 12.9%

¥1,063 ¥7 0.7% ¥7 0.7%

¥1,510 ¥39 2.7% ¥17 1.1%

¥1,510 ¥-23 -1.5% ¥23 1.5%

¥1,634 ¥-228 -12.2% ¥52 3.3%

¥1,204 ¥61 5.3% ¥178 17.3%

¥1,095 ¥9 0.8% ¥-20 -1.8%

¥1,102 ¥32 3.0% ¥-34 -3.0%

¥1,333 ¥3 0.2% ¥-44 -3.2%

¥1,205 ¥-18 -1.5% ¥10 0.8%

¥1,049 ¥2 0.2% ¥25 2.4%

¥1,181 ¥-114 -8.8% ¥45 4.0%

¥1,110 ¥-11 -1.0% ¥21 1.9%

¥1,169 ¥16 1.4% ¥-10 -0.8%

¥1,179 ¥27 2.3% ¥1 0.1%

建設の職業 ¥1,563 ¥133 9.3% ¥277 21.5%

¥1,101 ¥20 1.9% ¥7 0.6%

¥1,265 ¥-38 -2.9% ¥111 9.6%

¥1,818 ¥3 0.2% ¥264 17.0%

¥1,162 ¥24 2.1% ¥68 6.2%

¥1,813 ¥-7 -0.4% ¥366 25.3%

¥1,550 ¥4 0.3% ¥3 0.2%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

営業・企画営業

職種

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

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

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
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東海エリアの平均時給は1,097円。前月比4円減、前年比24円増。

3-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2021年3月）

3-３. 高時給職種ランキング（2021年3月）

3-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2021年3月）3-１．平均時給推移（2021年3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 ¥1,084 ¥-1 -0.1% ¥-8 -0.7%

専門的職業 ¥1,130 ¥43 4.0% ¥-389 -25.6%

飲食の職業 ¥982 ¥2 0.2% ¥-13 -1.3%

販売の職業 ¥983 ¥-6 -0.6% ¥1 0.1%

サービスの職業 ¥1,067 ¥-9 -0.8% ¥-105 -9.0%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,006 ¥-8 -0.8% ¥-10 -1.0%

建設の職業 ¥1,070 ¥-72 -6.3% ¥-221 -17.1%

製造・技能の職業 ¥1,086 ¥36 3.4% ¥43 4.1%

教育の職業 ¥1,638 ¥-9 -0.5% ¥247 17.8%

総計 ¥1,097 ¥-4 -0.4% ¥24 2.2%

職種 平均時給

1 → 教師・講師・インストラクター ¥1,707

2 → 塾講師・家庭教師 ¥1,683

3 → 調査業務 ¥1,446

4 ↓ 携帯・家電販売 ¥1,360

5 ↑ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,345

6 ↓ 営業・企画営業 ¥1,308

7 ↓ パチスロ ¥1,304

8 ↓ 歯医者・歯科衛生士・歯科助手 ¥1,278

9 ↑ エステ・リラクゼーション ¥1,238

10 ↑ 居酒屋・バー ¥1,227

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

¥1,308 ¥-15 -1.1% ¥-129 -9.0%

¥1,076 ¥0 0.0% ¥42 4.1%

¥1,203 ¥-42 -3.4% ¥-20 -1.6%

¥1,046 ¥5 0.5% ¥-8 -0.8%

¥1,106 ¥24 2.2% ¥96 9.5%

¥1,168 ¥-34 -2.8% ¥50 4.5%

¥962 ¥13 1.4% ¥-23 -2.3%

¥1,056 ¥36 3.5% ¥1,056 -

¥1,103 ¥28 2.6% ¥-524 -32.2%

¥1,345 ¥189 16.3% ¥41 3.1%

¥1,278 ¥3 0.2% ¥142 12.5%

¥1,446 ¥95 7.0% ¥306 26.8%

¥974 ¥2 0.2% ¥-24 -2.4%

¥942 ¥1 0.1% ¥0 0.0%

¥1,360 ¥9 0.7% ¥20 1.5%

¥953 ¥3 0.3% ¥-104 -9.8%

¥986 ¥3 0.3% ¥-10 -1.0%

¥1,227 ¥64 5.5% ¥103 9.2%

¥1,015 ¥-1 -0.1% ¥-12 -1.2%

¥1,189 ¥-56 -4.5% ¥-27 -2.2%

¥1,140 ¥-42 -3.6% ¥-354 -23.7%

¥1,151 ¥-120 -9.4% ¥-255 -18.1%

¥965 ¥-48 -4.7% ¥-2 -0.2%

¥1,018 ¥9 0.9% ¥-37 -3.5%

¥1,006 ¥13 1.3% ¥8 0.8%

¥1,304 ¥7 0.5% ¥-206 -13.6%

¥1,015 ¥-4 -0.4% ¥4 0.4%

¥1,238 ¥73 6.3% ¥225 22.2%

¥985 ¥-12 -1.2% ¥-2 -0.2%

¥1,061 ¥0 0.0% ¥-67 -5.9%

¥1,077 ¥81 8.1% ¥48 4.7%

建設の職業 ¥1,075 ¥-47 -4.2% ¥-63 -5.5%

¥1,081 ¥42 4.0% ¥35 3.3%

¥1,311 ¥102 8.4% ¥252 23.8%

¥1,683 ¥-4 -0.2% ¥339 25.2%

¥1,101 ¥38 3.6% ¥-17 -1.5%

¥1,707 ¥2 0.1% ¥297 21.1%

¥1,168 ¥-1 -0.1% ¥3 0.3%

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

調査業務

居酒屋・バー

エステ・リラクゼーション

専門ショップ

ホール・キッチンスタッフ

パチスロ

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

美容・理容・メイク

教育・保育

建築系

警備・車両誘導

職種

塾講師・家庭教師

教育の職業

試験監督・添削

事務的職業

営業・企画営業

受付・秘書

テレアポ・テレオペ

SE・PG・エンジニア・運用

Webデザイン・CAD・DTP

編集・制作・撮影

事務・データ入力

専門事務

教師・講師・インストラクター

製造系

看護・介護

キャンペーン関連

薬剤師・登録販売者・薬局

仕分け・検品・梱包

技能系

専門的職業

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

製造・技能の職業

カフェ・レストラン・ファストフード

アパレル・雑貨販売

食品販売

運送・ドライバー・配達

清掃

携帯・家電販売
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関西の平均時給4
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関西エリアの平均時給は1,241円。前月比22円減、前年比97増。

4-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2021年3月）

4-３. 高時給職種ランキング（2021年3月）

4-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2021年3月）4-１．平均時給推移（2021年3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 ¥1,560 ¥14 0.9% ¥383 32.5%

専門的職業 ¥1,217 ¥-4 -0.3% ¥-294 -19.5%

飲食の職業 ¥1,011 ¥8 0.8% ¥-4 -0.4%

販売の職業 ¥1,007 ¥-8 -0.8% ¥19 1.9%

サービスの職業 ¥1,589 ¥-28 -1.7% ¥131 9.0%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥1,042 ¥-17 -1.6% ¥-26 -2.4%

建設の職業 ¥1,123 ¥-15 -1.3% ¥-130 -10.4%

製造・技能の職業 ¥1,090 ¥14 1.3% ¥-176 -13.9%

教育の職業 ¥1,671 ¥-33 -1.9% ¥301 22.0%

総計 ¥1,241 ¥-22 -1.7% ¥97 8.5%

職種 平均時給

1 → モデル・エキストラ・芸能関連 ¥2,550

2 → イベント関連 ¥2,186

3 ↑ 事務・データ入力 ¥1,772

4 ↓ パチスロ ¥1,757

5 ↓ 塾講師・家庭教師 ¥1,718

6 → 教師・講師・インストラクター ¥1,699

7 → 携帯・家電販売 ¥1,497

8 → 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,449

9 → キャンペーン関連 ¥1,430

10 → 居酒屋・バー ¥1,326

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

¥1,295 ¥-49 -3.6% ¥-77 -5.6%

¥1,033 ¥6 0.6% ¥-4 -0.4%

¥1,305 ¥14 1.1% ¥-2 -0.2%

¥1,772 ¥17 1.0% ¥625 54.5%

¥1,138 ¥25 2.2% ¥-23 -2.0%

¥1,119 ¥29 2.7% ¥-193 -14.7%

¥1,034 ¥10 1.0% ¥45 4.6%

¥1,258 ¥-47 -3.6% ¥121 10.6%

¥1,200 ¥11 0.9% ¥-390 -24.5%

¥1,449 ¥-30 -2.0% ¥122 9.2%

¥1,300 ¥-21 -1.6% ¥44 3.5%

¥1,497 ¥0 0.0% ¥97 6.9%

¥995 ¥8 0.8% ¥-8 -0.8%

¥972 ¥0 0.0% ¥10 1.0%

¥1,497 ¥-57 -3.7% ¥203 15.7%

¥952 ¥3 0.3% ¥-135 -12.4%

¥1,011 ¥7 0.7% ¥-3 -0.3%

¥1,326 ¥-27 -2.0% ¥169 14.6%

¥1,001 ¥14 1.4% ¥-11 -1.1%

¥1,430 ¥-2 -0.1% ¥131 10.1%

¥2,186 ¥-42 -1.9% ¥349 19.0%

¥2,550 ¥-12 -0.5% ¥156 6.5%

¥1,118 ¥48 4.5% ¥34 3.1%

¥1,035 ¥-4 -0.4% ¥-50 -4.6%

¥1,025 ¥25 2.5% ¥-6 -0.6%

¥1,757 ¥-21 -1.2% ¥-50 -2.8%

¥1,000 ¥-100 -9.1% ¥-71 -6.6%

¥1,049 ¥-8 -0.8% ¥-24 -2.2%

¥1,117 ¥15 1.4% ¥-18 -1.6%

¥1,029 ¥-22 -2.1% ¥-29 -2.7%

¥1,082 ¥-8 -0.7% ¥-27 -2.4%

¥1,120 ¥44 4.1% ¥65 6.2%

建設の職業 ¥1,119 ¥-43 -3.7% ¥-164 -12.8%

¥1,090 ¥21 2.0% ¥-154 -12.4%

¥1,216 ¥22 1.8% ¥-219 -15.3%

¥1,718 ¥-45 -2.6% ¥367 27.2%

¥1,098 ¥-3 -0.3% ¥15 1.4%

¥1,699 ¥-9 -0.5% ¥302 21.6%

¥2,005 ¥0 0.0% ¥813 68.2%

教師・講師・インストラクター

事務的職業

製造系

技能系

塾講師・家庭教師

教育・保育

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

清掃

レジャー・娯楽施設

運搬・清掃・包装等

の職業

SE・PG・エンジニア・運用

カフェ・レストラン・ファストフード

居酒屋・バー

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

イベント関連

モデル・エキストラ・芸能関連

キャンペーン関連

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

アパレル・雑貨販売

職種

試験監督・添削

専門的職業

販売の職業

飲食の職業

サービスの職業

製造・技能の職業

教育の職業

パチスロ

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

点検・技術
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九州の平均時給5
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九州エリアの平均時給は983円。前月比14円減、前年比5円増。

5-２. 職種大カテゴリ別平均時給比較（2021年3月）

5-３. 高時給職種ランキング（2021年3月）

5-４. 職種中カテゴリ別平均時給（2021年3月）5-１．平均時給推移（2021年3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 ¥1,072 ¥-8 -0.7% ¥-57 -5.0%

専門的職業 ¥1,113 ¥-23 -2.0% ¥-328 -22.8%

飲食の職業 ¥902 ¥4 0.4% ¥-10 -1.1%

販売の職業 ¥896 ¥-19 -2.1% ¥-1 -0.1%

サービスの職業 ¥1,021 ¥4 0.4% ¥-7 -0.7%

運搬・清掃・包装等の職業 ¥985 ¥9 0.9% ¥81 9.0%

建設の職業 ¥1,154 ¥-112 -8.8% ¥52 4.7%

製造・技能の職業 ¥960 ¥-33 -3.3% ¥-26 -2.6%

教育の職業 ¥1,573 ¥-9 -0.6% ¥197 14.3%

総計 ¥983 ¥-14 -1.4% ¥5 0.5%

職種 平均時給

1 ↑ 教師・講師・インストラクター ¥1,696

2 ↓ 薬剤師・登録販売者・薬局 ¥1,687

3 → 塾講師・家庭教師 ¥1,645

4 → 調査業務 ¥1,539

5 ↑ キャンペーン関連 ¥1,303

6 ↓ モデル・エキストラ・芸能関連 ¥1,281

7 → 居酒屋・バー ¥1,276

8 ↑ 携帯・家電販売 ¥1,210

9 ↓ 営業・企画営業 ¥1,191

10 ↑ パチスロ ¥1,150

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

¥1,191 ¥-13 -1.1% ¥29 2.5%

¥1,025 ¥-33 -3.1% ¥-59 -5.4%

¥1,125 ¥4 0.4% ¥-57 -4.8%

¥1,058 ¥-3 -0.3% ¥-33 -3.0%

¥1,032 ¥-16 -1.5% ¥-19 -1.8%

¥991 ¥-64 -6.1% ¥-102 -9.3%

¥898 ¥4 0.4% ¥26 3.0%

¥1,020 ¥-109 -9.6% ¥31 3.1%

¥988 ¥30 3.1% ¥-544 -35.5%

¥1,687 ¥-35 -2.0% ¥555 49.0%

¥1,099 ¥-62 -5.3% ¥-25 -2.2%

¥1,539 ¥49 3.3% ¥248 19.2%

¥906 ¥7 0.8% ¥6 0.7%

¥883 ¥-4 -0.5% ¥6 0.7%

¥1,210 ¥32 2.7% ¥100 9.0%

¥916 ¥2 0.2% ¥-10 -1.1%

¥904 ¥3 0.3% ¥-10 -1.1%

¥1,276 ¥59 4.8% ¥244 23.6%

¥900 ¥1 0.1% ¥17 1.9%

¥1,303 ¥26 2.0% ¥25 2.0%

¥1,113 ¥-49 -4.2% ¥65 6.2%

¥1,281 ¥-18 -1.4% ¥-169 -11.7%

¥988 ¥86 9.5% ¥100 11.3%

¥925 ¥5 0.5% ¥-175 -15.9%

¥940 ¥36 4.0% ¥-9 -0.9%

¥1,150 ¥-8 -0.7% ¥3 0.3%

¥1,034 ¥-4 -0.4% ¥180 21.1%

¥1,088 ¥-47 -4.1% ¥-35 -3.1%

¥981 ¥14 1.4% ¥88 9.9%

¥998 ¥0 0.0% ¥43 4.5%

¥936 ¥-2 -0.2% ¥-34 -3.5%

建設の職業 ¥1,154 ¥-137 -10.6% ¥81 7.5%

¥952 ¥-44 -4.4% ¥-64 -6.3%

¥1,150 ¥115 11.1% ¥161 16.3%

¥1,645 ¥-18 -1.1% ¥341 26.2%

¥977 ¥10 1.0% ¥72 8.0%

¥1,696 ¥0 0.0% ¥296 21.1%

¥1,598 ¥141 9.7% ¥296 22.7%

塾講師・家庭教師

教育・保育

アパレル・雑貨販売

食品販売

歯医者・歯科衛生士・歯科助手

点検・技術

美容・理容・メイク

清掃

パチスロ

携帯・家電販売

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

専門的職業

販売の職業

サービスの職業

薬剤師・登録販売者・薬局

調査業務

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

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

専門事務

職種

試験監督・添削

運搬・清掃・包装等

の職業

製造・技能の職業

教育の職業

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

飲食の職業

建築系

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


