
 

2016 年 2 月 18 日 

株式会社ビズリーチ 

日本最大級の求人検索エンジン「スタンバイ」が求人数急上昇ランキング（2016 年 1 月）を発表 

アルバイトは「 ショップスタッフ」、正社員は「 プラント設計」が1位 

2月の春節による訪日外国人旅行者増加や、東京オリンピックに向けた建設ラッシュなどが影響か 

 

株式会社ビズリーチ（所在地：東京都渋谷区/代表取

締役社長：南 壮一郎 以下、ビズリーチ）が運営する

日本最大級の求人検索エンジン「スタンバイ」

（https://jp.stanby.com/）は、同サイトのアルバイ

ト・正社員「求人数急上昇ランキング（2016 年 1

月）」を発表します。このランキングは、同サイトに掲

載されている 400 万件超の求人を、アルバイトと正社

員の雇用形態別に調べ、前月比で求人数が急上昇した

職種・業種などのベスト 20 です。 

 

■2016年1月「アルバイト 求人数急上昇ランキング」トピックス 

春節が訪日外国人増加に影響か？ ショップスタッフ」 家電販売スタッフ」などがランクイン 

アルバイトの求人数急上昇 1 位は「ショップスタッフ」でした。 

日本政府観光局が発表した 2015 年の訪日外国人旅行者数は約 1,974 万人*1、2016 年は 2,350 万人*2

程度まで伸びると予測されています。そのなかで中国人旅行者数は、2015 年、約 499 万人と他の国 ・

地域と比べて最も多く、2016 年は特に２月８日の春節 （旧正月）前後の増加が見込まれていました。

「店内スタッフ」「家電販売スタッフ」 「接客スタッフ」も 20 位までにランクインしていることから、2

月の春節を見越してこれらの求人が増加したものと思われます。 

*1 日本政府観光局「2015 年 12 月および年間推計値」http://www.jnto.go.jp/jpn/news/press_releases/pdf/20160119_1.pdf 

*2 JTB「2016 年の旅行動向見通し」http://www.jtbcorp.jp/jp/press_release/index.asp?cmd=&page=4&method_check=1  

 

アルバイト「求人数急上昇ランキング（2016年1月） 

 

順位 1～10 位 前月比 順位 11～20 位 前月比 

1 ショップスタッフ 380% 11 セレモニースタッフ 135% 

2 店内スタッフ 225% 12 家電販売スタッフ 134% 

3 営業スタッフ 202% 13 カフェスタッフ 132% 

4 OA 事務 201% 14 カラオケスタッフ 130% 

5 受付スタッフ 200% 15 接客スタッフ 124% 

6 リゾートバイト 189% 16 個別指導講師 123% 

7 スタイリスト 157% 16 宅配便スタッフ 123% 

8 家事代行スタッフ 154% 18 登録販売者 122% 

9 店内業務 144% 19 塾講師 118% 

10 加工スタッフ 138% 20 総菜屋スタッフ 117% 

 

PRESS「RELEASE 

「スタンバイ」では検索窓にキーワードを入れると 

400 万件超の求人から検索できる 

 

https://jp.stanby.com/
http://www.jnto.go.jp/jpn/news/press_releases/pdf/20160119_1.pdf
http://www.jtbcorp.jp/jp/press_release/index.asp?cmd=&page=4&method_check=1


 

■2016年1月「正社員 求人数急上昇ランキング」トピックス 

東京オリンピックに向けた建設ラッシュや、原発輸出など国内メーカーの海外需要も影響か。 

 プラント設計」が1位。マイナンバー対応で 労務」の求人数も急上昇 

正社員の求人数急上昇ランキングでは「プラント設計」が 1 位になりました。東京オリンピックに向け

ては、東京 ・晴海エリアに 28 の競技場の新設、増改築が予定されるなど、2020 年まで建設ラッシュが

続くと見込まれています。また、日本とインドが 2015 年 12 月に、原発輸出の前提となる日印原子力協

定の締結で原則合意したことや、イギリスで進める原子力発電所の建設プロジェクトで、2016 年 1 月

に日本企業が 1 兆円を超える事業の受注を発表するなど、原発輸出をはじめとした国内メーカーの海外

需要の高まりも「プラント設計」の求人数増加に影響したのではないかと考えられます。 

また、3 位には 「労務」がランクインしました。2016 年 1 月より行政手続きに導入されたマイナンバー

制度が、労務管理に影響を及ぼしていることがうかがえます。 

 

 

正社員「求人数急上昇ランキング（2016年1月） 

順位 1～10 位 前月比 順位 11～20 位 前月比 

1 プラント設計 252% 11 サービススタッフ 172% 

2 バス乗務員 219% 11 ヤクルトスタッフ 172% 

3 労務 207% 13 店舗スタッフ 171% 

4 タクシードライバー 201% 14 技術員 170% 

4 店長 201% 15 IR 166% 

6 広告宣伝 200% 16 支援相談員 165% 

7 戦略企画 199% 17 ホールスタッフ 163% 

8 GUI デザイナー 197% 18 ゲームプログラマー 159% 

9 測量技術者 177% 19 特許 158% 

10 建築大工 173% 20 整備 156% 

 

【調査方法・ランキングについて】 

本調査では、スタンバイに掲載されている求人の件名に含まれる職種・業種などの単語を集計し、アルバイト・正社員に

分けて、前月比でどれだけ求人数が増えたかを、増加率が高い順に表示しています。 

 

 

■日本最大級の求人検索エンジン スタンバイ」 
スタンバイは、国内の全業種・全職種・全雇用形態を対象にした日本最大級の求人検索エンジンで、

Web ブラウザ版とスマートフォンアプリ版があります。複数の大手求人サイトの求人を横断して一括

検索できるのが特徴で、求職者は、スタンバイの検索窓に仕事に関する「キーワード」と希望の「勤務

地」を入力することで、いつでもどこでも PC やスマートフォンから求人を検索できます。掲載求人件

数は 400 万件超。企業は、無料で求人情報を作成・公開・管理でき、採用成約時の追加手数料も必要

ありません。参照 URL:https://jp.stanby.com/ 

 

 

 

 



 

サービス名 スタンバイ 

URL パソコン/スマートフォン ブラウザ版 https://jp.stanby.com/ 

アプリ（iOS）版 https://app.adjust.com/mdzemm 

アプリ（Android）版 https://app.adjust.com/i7racg 

対応機種 ・iOS 版：iOS 7.0 以降 

・Android 版：Android4.0 以降 

ダウンロー

ド方法 

・iOS 版：「App Store」を選択→「スタンバイ」を検索 

・Android 版： 「Google Play」を選択→「スタンバイ」を検索 

配信地域 日本 

対応言語 日本語 

利用料金 無料 

 
■株式会社ビズリーチについて 
「インターネットの力で、世の中の選択肢と可能性を広げていく」をミッションとし、人材領域と 

教育分野のインターネットサービスを運営。東京本社のほか、大阪、名古屋、福岡、シンガポールに拠

点を持ち、従業員数は 568 名（2016 年 2 月現在）。管理職・グローバル人材に特化した会員制の 

転職サイト「ビズリーチ」やアジア版の「RegionUP（リージョンアップ）」、20 代のためのレコメンド

型転職サイト 「careertrek （キャリアトレック）」、日本最大級の求人検索エンジン 「スタンバイ」、友だ

ちとクイズで競える学習アプリ「zuknow（ズノウ）」、お腹を空かせた学生のための肉食就活 

サイト「ニクリーチ」などを展開。参照 URL: https://www.bizreach.co.jp/ 

 

https://jp.stanby.com/
https://app.adjust.com/mdzemm
https://app.adjust.com/i7racg

