
 

2016 年 3 月 14 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 2 月）を発表 

保育所・託児所付き！ママも注目の「ヤクルトスタッフ」、 

新学期に向けた「塾講師バイト」が 2 月に急上昇 

正社員は「自動車関連」の求人増！増税を見越した国内需要の増加も影響か 

 

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 2 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。 

 

■アルバイト:保育所・託児所付き求人も多い「ヤクルトスタッフ」、新学期に向けた「塾講師」急上昇 

1 月に引き続き、 「ショップスタッフ」や 「店内スタッフ」の求人数が増加傾向のなか、ベスト３に 「ヤ

クルトスタッフ」がランクインしました。ヤクルト本社の 2015 年４～12 月期の連結決算によると、純

利益が前年同期比 31％増で、国内飲料事業は主力のヤクルトが販売増を確保していると発表がありまし

た(2016 年 1 月 29 日発表)。*1 ヤクルトスタッフの求人情報には 「保育所完備」 「託児所付き」などの条件も

多く、子育てをしながら女性が活躍できる仕事としても注目されます。 

 また、ベスト 20 のなかには「個別指導講師」「塾講師」「集団指導講師」の塾講師関連の求人が 3 つ

ランクインしました。新学期に向けて塾講師スタッフの採用を強化していることがうかがえます。 
*1 株式会社ヤクルト本社平成 28 年３月期 第３四半期決算短信 http://www.yakult.co.jp/company/ir/finance/results/pdf_tanshin/h28_03_tansin.pdf  

メーカーニュース：ヤクルト／2015 年 4～12 月、純利益 31％増  http://makernews.biz/201601296120-5/  

 

 

アルバイト 求人数急上昇ランキング（2016 年 2 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 188% 11 カラオケスタッフ 120% 

2 イベントスタッフ 168% 12 商品仕分け 119% 

3 ヤクルトスタッフ 154% 13 接客スタッフ 114% 

4 店舗スタッフ 146% 14 農産 113% 

5 店内スタッフ 136% 14 荷物 113% 

6 配達スタッフ 134% 16 塾講師 112% 

7 個別指導講師 128% 17 工事スタッフ 111% 

7 調理師 128% 18 集団指導講師 109% 

9 営業 127% 19 デリバリースタッフ 108% 

10 コンビニエンスストア 126% 20 用務員 107% 
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■正社員: 2017 年 4 月の増税を見越した国内需要の増加など、自動車メーカーが採用強化 

正社員では、製造技術職が急上昇し、 「自動車部品」「自動車」関連の求人がトップ 10 にランクインし

ました。帝国データバンクが 2016 年 2 月 23 日に発表した「人手不足に対する企業の動向調査」によ

ると、「自動車 ・同部品小売」は、54.2％が正社員不足と回答し、前回調査から 11.8 ポイント増と人手

不足感が増していることが分かりました。*2 トヨタ自動車の中途採用を含む 16 年度の採用計画は、15

年度の採用実績より 83 人多い 2,680 人で*3、４年連続で前年度実績を上回りました。また、トヨタグ

ループ５社の 2016 年度の採用計画*4を足し合わせると、今年度見込み比で１割強増える 1,975 人で各

社が正社員の採用を強化していることが分かりました。世界での新車需要の高まりや、電気自動車やハ

イブリッド車など次世代自動車へのシフト、増税を見越した国内需要の増加など、今後も自動車業界の

採用が増えることが予測されます。 

*2 帝国データバンク：人手不足に対する企業の動向調査 https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p160203.html  

*3 トヨタ採用８３人増の２６８０人 １６年度計画 http://www.yomiuri.co.jp/chubu/news/20160309-OYTNT50356.html  

*4 デンソー、採用７年ぶり 1000 人超 トヨタ系５社が採用計画 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ29IAH_Z20C16A2TJC000/  

 

 

正社員 求人数急上昇ランキング（2016 年 2 月） 

順位 1～10 位 前月比 順位 11～20 位 前月比 

1 評価 266% 11 電気設計 138% 

2 設計補助 247% 12 マーケティング 134% 

3 自動車部品 171% 13 機構設計 132% 

4 解析 170% 14 回路設計 131% 

5 品質保証 151% 15 構造設計 128% 

6 制御設計 148% 16 機械設計 124% 

7 設計 146% 17 船舶 123% 

8 実験評価 141% 18 HTML コーダ 122% 

9 自動車 140% 19 経営企画 121% 

9 生産技術 140% 20 研究開発 118% 

 

【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

「スタンバイ」では検索窓にキーワードを入れると 

400 万件超の求人情報から検索できる 
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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 571 名（2016 年 3 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/ 
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