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2009年年年年12月度月度月度月度のののの派遣平均時給派遣平均時給派遣平均時給派遣平均時給はははは、、、、1,553円円円円
4ヶヶヶヶ月月月月ぶりにぶりにぶりにぶりに東海東海東海東海エリアエリアエリアエリアがががが前月比前月比前月比前月比プラスプラスプラスプラス
[en][en]派遣派遣派遣派遣のおのおのおのお仕事情報仕事情報仕事情報仕事情報派遣派遣派遣派遣のおのおのおのお仕事情報仕事情報仕事情報仕事情報 派遣社員派遣社員派遣社員派遣社員のののの平均時給平均時給平均時給平均時給レポートレポートレポートレポート（（（（派遣社員派遣社員派遣社員派遣社員のののの平均時給平均時給平均時給平均時給レポートレポートレポートレポート（（（（20092009年年年年年年年年1212月月月月））））月月月月））））

－北海道、東北、北信越、関東、東海、関西、中国・四国、九州・沖縄エリア－－北海道、東北、北信越、関東、東海、関西、中国・四国、九州・沖縄エリア－

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木孝二）が運営する全国の派遣情報集
合サイト「[en]派遣のお仕事情報」では、当サイトに掲載された全ての職種（※）の求人情報をエリア別（※）
に集計し、募集時の平均時給分析を行っております。2009年12月の集計結果がまとまりましたので、お知ら

せいたします。
※[en]派遣のお仕事情報上で分類されている職種、エリア

【【【【 概況概況概況概況 】】】】

�12月度月度月度月度のののの全国全国全国全国のののの派遣社員募集時平均時給派遣社員募集時平均時給派遣社員募集時平均時給派遣社員募集時平均時給はははは、、、、1,553円円円円となり、前月比 0.1%（1.2

円）増、前年同月比 3.4%（54.0円）減でした。前年同月比はマイナスが継続していますが、前月比は

2009年8月度がプラス、9月度はマイナス、10月度 プラス、11月度 マイナス、12月度 プラスというよう

に変動しており、派遣社員募集時平均時給は1,550円台で推移する状況が続いています。

�全国全国全国全国のののの職種別平均時給職種別平均時給職種別平均時給職種別平均時給ではではではでは、、、、 前月比プラスだったのは2職種となり、前月（2009年11月

度）の3職種を下回りました。前月を上回った2職種は、「クリエイティブ系」職種（前月比 2.3%増、前年

同月比 0.7%増の1,601円）と「医療・介護系」職種（前月比 2.3%増、前年同月比 2.5%増の1,560円）

で上昇率が比較的高い水準でした。

その他の職種は、 「オフィスワーク系」職種が、前月比 0.3%減、前年同月比 3.8減の1,482円、 「営

業・販売・サービス系」職種が前月比 0.4%減、前年同月比 3.7%減の1,377円、「IT系」職種が前月比

0.3%減、前年同月比 6.7%減の1,906円、「技術系」職種が前月比 0.1%減、前年同月比 1.8%減の

1,674円でした。

�エリアエリアエリアエリア別別別別のののの平均時給平均時給平均時給平均時給はははは、、、、東海エリアが前月比 0.5%増、前年同月比 4.7%減の1,366円で、

4ヶ月ぶりに前月比プラスとなりました。

その他、関東エリアは前月比 0.1%減、前年同月比 3.4%減の1,612円、関西エリアは前月比 0.1%減、

前年同月比 4.0%減の1,381円、北海道エリアは前月比 3.0%減、前年同月比 1.1%減の1,085円、東

北エリアは前月比 1.3%減、前年同月比 1.2%減の1,143円、北信越エリアは前月比 2.2%増、前年同

月比 6.4%増の1,199円、中国・四国エリアは前月比 2.0%減、前年同月比 1.3%増の1,161円、九州・

沖縄エリアは前月比 2.6%減、前年同月比 2.1%減の1,179円でした。
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News ReleaseNews Release

●●●●調査概要調査概要調査概要調査概要：：：：
▼▼▼▼集計対象集計対象集計対象集計対象

弊社運営の派遣情報集合サイト「[en]派遣のお仕事情報」に掲載された求人広告から派遣社員の募集時の平均時給を集計

▼▼▼▼対象対象対象対象エリアエリアエリアエリア
北海道、東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）、北信越（新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県）、
関東（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）、東海（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県）、
関西（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）、中国・四国（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県）、九州・沖縄（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
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平均時給 前月比 前年比 件数 平均時給 前月比 前年比 件数
一般事務 \1,332 -0.5% -4.1% \1,272 -1.2% -2.5%
営業事務 \1,429 -0.4% -2.7% \1,340 -0.5% -3.5%

経理・財務・会計・英文経理 \1,518 -0.2% -6.6% \1,398 -0.9% -2.8%
秘書 \1,602 -0.7% -1.2% \1,442 0.8% -1.1%

受付 \1,313 -0.5% -2.1% \1,274 0.0% -1.2%
総務・人事・法務 \1,526 -1.1% -2.7% \1,371 -0.7% -4.4%

広報・宣伝・IR \1,635 3.5% -0.6% \1,438 2.7% -2.7%
企画・マーケティング \1,619 -2.7% -4.2% \1,468 3.1% -7.6%

貿易・国際事務 \1,531 -0.1% -0.8% \1,432 -0.8% -2.9%
英文事務 \1,578 -0.7% -4.0% \1,443 -0.8% -4.2%

金融（銀行）事務 \1,495 3.3% 0.0% \1,403 3.9% 1.8%
金融（証券）事務 \1,661 1.2% -2.4% \1,490 -0.1% -1.0%

金融（生保・損保）事務 \1,478 1.1% -2.3% \1,360 -1.0% -1.9%
金融（その他）事務 \1,488 2.3% -1.6% \1,449 2.2% 4.4%

通訳・翻訳 \1,821 -1.9% -4.4% \1,599 -4.8% -6.6%
OAオペレーター \1,459 -1.3% -5.6% \1,409 0.5% -1.4%

データ入力 \1,193 -4.9% -9.2% \1,154 -1.4% -7.7%
事務的軽作業 \1,094 -2.4% -14.1% \1,103 -1.2% -8.2%

その他事務系 \1,377 -0.1% -5.6% \1,325 1.3% -2.8%
\1,482 -0.3% -3.8% 18,645 \1,377 0.0% -3.0% 17,812

営業・企画営業・ラウンダー \1,567 0.0% -2.6% \1,515 0.1% -1.5%
営業アシスタント \1,467 -1.9% -4.6% \1,345 -3.3% -6.2%

販売（アパレル系） \1,294 -0.3% -2.2% \1,251 -0.8% -2.0%
販売（その他） \1,320 -0.5% 0.6% \1,305 -0.1% 0.4%

デモンストレーター・MC \1,408 -3.3% -4.9% \1,302 -8.6% -12.9%
窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,286 -0.4% -1.8% \1,246 -0.4% -2.6%

旅行関連 \1,270 0.9% -5.5% \1,245 2.3% -0.8%
テレマーケティング・テレフォンオペレーター \1,323 1.0% -5.1% \1,259 -0.5% -6.1%

スーパーバイザー \1,536 -0.1% -5.8% \1,485 -1.9% -7.4%
その他営業・販売・サービス系 \1,299 1.3% -4.1% \1,288 1.3% -2.1%

\1,377 -0.4% -3.7% 14,297 \1,324 -1.3% -4.3% 13,198
WEBデザイナー \1,637 -0.4% -3.8% \1,442 0.1% -6.6%

WEBディレクター \1,790 1.8% 1.7% \1,594 8.3% -3.7%
WEB制作・編集 \1,645 1.7% -0.4% \1,463 4.6% -3.5%

編集・校正・制作 \1,569 0.8% -3.9% \1,469 3.3% -0.4%
デザイナー（ファッション・アクセサリー）・パタンナー \1,541 8.0% 4.9% \1,406 -0.2% -0.5%

デザイナー（住宅・インテリア） \1,534 7.6% 4.1% \1,452 5.6% 2.5%
ＤＴＰオペレーター \1,513 -0.7% -0.4% \1,417 0.3% -3.1%

その他クリエイティブ職 \1,577 1.0% 5.0% \1,447 -0.8% -2.4%
\1,601 2.3% 0.7% 2,778 \1,461 2.6% -2.3% 2,726

ビジネスアプリケーション系SE \2,233 0.3% -5.0% \2,023 -0.9% -5.5%
制御系SE \2,249 6.2% 1.1% \2,031 1.1% -2.5%

データベース系SE \2,210 -1.7% -6.6% \1,984 -7.1% 1.4%
社内SE \1,920 -4.5% -8.9% \1,704 2.1% -11.1%

プログラマ \2,019 1.9% -9.1% \1,877 1.2% -9.9%
ネットワークエンジニア \2,065 1.2% -6.2% \1,943 0.5% -3.9%

テスト・評価 \1,454 -7.3% -11.1% \1,403 -4.3% -7.0%
運用管理・保守 \1,825 3.6% -6.5% \1,650 1.0% -4.5%

ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,619 -0.4% -2.0% \1,510 -1.7% -0.6%
インストラクター・講師・教師 \1,518 -6.6% -13.8% \1,418 -6.1% -13.2%

その他 IT系 \1,854 1.1% -7.6% \1,749 2.0% -3.1%
\1,906 -0.3% -6.7% 4,692 \1,754 -1.1% -5.4% 4,549

ＣＡＤオペレーター \1,462 -1.1% -4.7% \1,410 1.5% -4.0%
ＣＡＤ・設計 \1,770 -0.8% 0.5% \1,696 2.7% 0.6%

ハード系設計 \1,932 4.3% 2.6% \1,813 0.9% 7.5%
研究開発関連 \1,585 0.0% -1.3% \1,481 0.3% -2.6%

その他技術系 \1,621 -3.2% -6.6% \1,486 -4.6% -9.9%
\1,674 -0.1% -1.8% 1,619 \1,577 0.2% -1.6% 1,529

医療事務 \1,257 2.2% -1.7% \1,234 3.0% -1.3%
治験関連 \1,742 -1.7% 1.9% \1,695 -2.7% -2.9%

介護関連 \1,229 0.8% 0.6% \1,171 0.6% -3.2%
看護師・准看護師 \1,950 5.6% 11.4% \1,754 1.6% -9.6%

研究開発関連 \1,546 1.5% 2.6% \1,503 3.2% 2.6%
その他医療・介護関連 \1,636 4.6% -1.4% \1,655 1.2% -0.5%

\1,560 2.3% 2.5% 5,579 \1,502 1.0% -2.8% 5,476
製造業務 \1,110 1.6% -2.4% \1,109 2.1% -6.1%

軽作業 \1,083 2.4% -2.5% \1,058 2.4% -5.5%
ドライバー \1,184 -10.2% -8.8% \1,164 -8.4% -7.6%

インストラクター・講師・教師 \1,333 -5.8% -16.5% \1,296 -8.4% -17.8%
その他 \1,249 -2.4% -4.5% \1,219 -2.2% -5.1%

\1,192 -3.3% -7.6% 2,607 \1,169 -3.4% -9.0% 2,456

総計 \1,553 0.1% -3.4% 50,217 \1,452 -0.2% -4.1% 47,746

　　　医療・介護系　計

　　　その他　計

オフィスワーク系

営業・販売・サービス系

クリエイティブ系

IT系

技術系

医療・介護系

その他

　　　営業・販売・サービス系　計

　　　技術系　計

大分類職種 小分類職種

　　　オフィスワーク系　計

全国 3エリア（関東・東海・関西）

　　　クリエイティブ系　計

　　　IT系　計
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●●●●調査概要調査概要調査概要調査概要：：：：
▼▼▼▼集計対象集計対象集計対象集計対象

弊社運営の派遣情報集合サイト「[en]派遣のお仕事情報」に掲載された求人広告から派遣社員の募集時の平均時給を集計

▼▼▼▼対象対象対象対象エリアエリアエリアエリア
北海道、東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）、北信越（新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県）、
関東（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県）、東海（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県）、
関西（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）、中国・四国（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県）、九州・沖縄（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

Copyright(c) 2009 en-japan inc. All Rights Reserved.

【【【【【【【【報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位のおのおのおのお問合問合問合問合せせせせ先先先先報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位報道関係者各位のおのおのおのお問合問合問合問合せせせせ先先先先】】】】】】】】

エンエンエンエン・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社 広報広報広報広報担当担当担当担当：：：：矢元矢元矢元矢元
TELTELTELTEL：：：：03030303----3342334233423342----4506450645064506 FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----3342334233423342----4507450745074507 MAILMAILMAILMAIL：：：： enenenen----press@enpress@enpress@enpress@en----japan.comjapan.comjapan.comjapan.com

平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比
一般事務 \1,399 0.2% -5.7% \1,233 -1.4% -1.8% \1,184 -2.7% 0.7% \950 -7.4% -6.4%
営業事務 \1,501 -0.7% -2.5% \1,239 -0.7% -5.0% \1,279 -0.1% -3.4% \995 -7.4% -6.7%

経理・財務・会計・英文経理 \1,586 -0.2% -6.8% \1,280 -1.8% -1.5% \1,328 -0.9% 1.0% \988 -6.0% -

秘書 \1,650 -0.8% -1.6% \1,344 5.9% 2.0% \1,330 -1.9% -3.5% \1,200 2.6% 20.0%
受付 \1,383 -0.3% -1.8% \1,256 -0.6% 2.8% \1,182 0.9% -4.5% \1,050 2.4% 0.0%

総務・人事・法務 \1,585 -1.3% -2.1% \1,238 1.1% -5.8% \1,290 -1.5% -5.7% \1,022 -4.4% -7.1%
広報・宣伝・IR \1,675 1.6% -0.3% \1,271 2.7% -3.8% \1,369 4.1% -4.3% - - -

企画・マーケティング \1,666 -2.9% -3.0% \1,241 0.6% -21.3% \1,498 13.4% 1.7% - - -
貿易・国際事務 \1,610 0.0% -1.5% \1,315 -1.8% -5.3% \1,372 -0.8% -2.2% - - -

英文事務 \1,618 -0.9% -4.4% \1,362 -0.6% -4.5% \1,349 -1.0% -3.7% - - -
金融（銀行）事務 \1,556 1.0% 1.3% \1,396 10.9% 12.0% \1,257 0.4% -6.9% \1,150 9.5% 0.0%

金融（証券）事務 \1,688 0.6% -2.2% \1,333 -1.2% -1.2% \1,450 0.0% 0.7% - - -

金融（生保・損保）事務 \1,531 -0.9% -3.0% \1,265 -3.5% -4.3% \1,284 1.5% 1.9% \1,000 -3.8% -4.8%
金融（その他）事務 \1,570 0.0% -1.7% \1,400 3.2% 7.1% \1,376 3.9% 9.3% - - -

通訳・翻訳 \1,907 -1.1% -2.5% \1,382 -3.9% -14.7% \1,507 -9.8% -3.4% \1,200 - -
OAオペレーター \1,545 -1.2% -4.6% \1,338 0.5% 0.3% \1,343 2.6% 0.7% - - -

データ入力 \1,237 -5.3% -10.2% \1,094 1.5% -8.2% \1,131 0.3% -4.3% \1,035 7.0% 29.3%
事務的軽作業 \1,103 -2.9% -15.8% \1,181 1.3% 1.7% \1,026 -2.1% -9.7% - - -

その他事務系 \1,433 -0.2% -4.6% \1,275 3.2% 0.4% \1,268 1.1% -3.8% \1,050 -1.9% -
\1,539 -0.8% -3.7% \1,286 0.7% -3.1% \1,306 0.3% -2.1% \1,058 -0.7% 2.5%

営業・企画営業・ラウンダー \1,630 -0.1% -3.1% \1,375 -1.4% -6.1% \1,540 1.6% 4.9% \1,127 -1.2% -20.9%

営業アシスタント \1,541 -0.3% -4.1% \1,256 -4.8% -6.6% \1,240 -5.4% -8.4% \1,000 -3.2% -
販売（アパレル系） \1,345 0.2% -1.6% \1,225 -1.5% -1.2% \1,183 -1.4% -3.4% \925 -14.6% -13.1%

販売（その他） \1,374 -1.3% -0.4% \1,261 0.0% -0.8% \1,281 1.1% 2.5% \1,225 1.2% 23.3%
デモンストレーター・MC \1,456 -3.3% -4.7% \1,227 -3.1% -14.8% \1,223 -18.5% -19.4% - - -

窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,337 1.1% -2.0% \1,212 0.4% -2.4% \1,188 -2.9% -3.5% \1,080 9.3% 8.0%
旅行関連 \1,287 -1.3% -10.1% \1,244 11.2% 9.8% \1,205 -1.9% 0.3% - - -

テレマーケティング・テレフォンオペレーター \1,388 0.5% -5.0% \1,160 -2.3% -10.7% \1,228 0.1% -2.5% \1,035 0.9% 5.2%
スーパーバイザー \1,632 -1.2% -2.5% \1,400 -3.4% -13.1% \1,423 -1.1% -6.7% \1,030 -8.8% -

その他営業・販売・サービス系 \1,376 -0.1% -3.5% \1,241 1.9% 1.3% \1,246 2.2% -3.7% \1,082 3.7% 7.6%

\1,437 -0.6% -3.7% \1,260 -0.5% -5.1% \1,275 -2.8% -4.3% \1,063 -1.9% -0.8%
WEBデザイナー \1,682 0.5% -2.7% \1,275 -2.6% -13.6% \1,368 2.1% -4.3% - - -

WEBディレクター \1,799 1.8% 1.1% \1,500 3.4% -7.4% \1,483 23.6% -5.3% - - -
WEB制作・編集 \1,678 1.4% -2.1% \1,263 4.8% -12.3% \1,449 8.4% 3.7% \900 0.0% -14.3%

編集・校正・制作 \1,604 0.5% -4.8% \1,494 11.0% 8.8% \1,308 -1.3% -4.2% - - -
デザイナー（ファッション・アクセサリー）・パタンナー \1,592 4.9% 2.8% \1,300 - -2.0% \1,325 1.9% -2.8% - - -

デザイナー（住宅・インテリア） \1,680 11.4% 12.6% \1,289 -0.9% -4.1% \1,388 5.4% -1.9% - - -
ＤＴＰオペレーター \1,586 0.9% -1.8% \1,318 0.6% -5.7% \1,348 -0.7% -2.1% - - -

その他クリエイティブ職 \1,598 1.5% 6.1% \1,338 0.9% -12.6% \1,404 -4.8% -0.3% - - -

\1,652 2.8% 1.2% \1,347 2.0% -6.4% \1,384 4.0% -2.2% \900 -5.3% -12.9%
ビジネスアプリケーション系SE \2,267 0.3% -6.4% \1,930 -1.1% -4.4% \1,871 -2.0% -5.6% - - -

制御系SE \2,307 7.0% -3.1% \1,888 -5.6% -7.9% \1,900 1.5% 4.4% - - -
データベース系SE \2,220 -2.2% -8.1% \1,800 - 6.5% \1,933 -3.3% 9.6% - - -

社内SE \2,000 -4.4% -7.9% \1,670 14.2% -9.1% \1,443 -0.5% -17.2% - - -
プログラマ \2,072 2.6% -9.2% \1,715 -1.3% -18.2% \1,845 2.0% -1.5% - - -

ネットワークエンジニア \2,091 0.9% -7.5% \1,868 -8.4% 1.1% \1,870 10.8% -4.5% \2,000 0.0% 42.9%

テスト・評価 \1,491 -9.4% -12.0% \1,356 3.9% -7.9% \1,363 -5.9% 0.4% \1,050 0.0% -4.5%
運用管理・保守 \1,883 3.9% -6.0% \1,544 -0.9% -1.9% \1,524 -0.6% -5.2% \1,150 - -

ユーザーサポート・ヘルプデスク \1,675 0.3% -1.8% \1,478 -2.4% 0.8% \1,377 -3.3% -0.7% \1,140 4.6% -22.7%
インストラクター・講師・教師 \1,693 -7.1% -10.6% \1,243 -5.0% -20.5% \1,319 -5.9% -8.8% - - -

その他 IT系 \1,903 1.4% -9.5% \1,747 9.2% 3.0% \1,597 -4.1% -1.1% - - -
\1,964 -0.5% -7.4% \1,658 0.6% -5.6% \1,640 -0.9% -2.8% \1,335 -8.4% 1.5%

ＣＡＤオペレーター \1,565 -0.2% -4.4% \1,318 2.4% -4.7% \1,348 2.7% -3.1% \1,183 - 24.6%
ＣＡＤ・設計 \1,855 -1.7% 0.2% \1,674 6.1% 8.0% \1,558 4.6% -5.8% - - -

ハード系設計 \2,029 2.2% 4.8% - - - \1,597 -0.7% -2.6% - - -

研究開発関連 \1,690 1.0% 1.2% \1,348 2.9% 0.7% \1,404 -2.9% -9.5% - - -
その他技術系 \1,698 -3.8% -8.2% \1,326 -9.3% -17.4% \1,433 -0.9% -3.9% \1,200 0.0% -

\1,767 -0.5% -1.2% \1,416 0.5% -3.8% \1,468 0.5% -5.0% \1,192 -0.7% 0.7%
医療事務 \1,309 0.0% -0.7% \1,163 2.2% -4.5% \1,231 7.2% 1.2% \925 8.8% -

治験関連 \1,780 -0.8% 1.4% \1,775 -0.5% -11.3% \1,530 -7.2% 3.4% - - -
介護関連 \1,269 0.6% -0.4% \1,172 1.4% -4.1% \1,073 -0.2% -5.4% - - -

看護師・准看護師 \2,033 5.9% 16.3% \1,601 -1.2% -2.0% \1,628 -0.6% -33.2% - - -
研究開発関連 \1,614 2.9% 4.0% \1,450 7.4% 3.2% \1,444 -0.3% 0.5% - - -

その他医療・介護関連 \1,577 5.3% -0.7% \1,511 -6.2% 10.2% \1,878 4.5% -7.6% - - -

\1,597 2.5% 3.7% \1,445 0.2% -2.0% \1,464 0.3% -9.8% \925 8.8% -11.9%
製造業務 \1,167 1.6% -4.8% \1,104 2.3% -7.0% \1,058 2.5% -6.4% - - -

軽作業 \1,124 2.1% -5.7% \1,035 3.3% -5.1% \1,015 1.9% -5.6% \900 -2.0% 5.0%
ドライバー \1,245 -12.6% -8.2% \1,133 -0.2% 0.9% \1,113 -11.0% -14.4% - - -

インストラクター・講師・教師 \1,471 -4.8% -19.5% \1,225 -18.7% -24.0% \1,194 -0.1% -7.9% \1,050 - -
その他 \1,316 -2.6% -4.1% \1,146 -3.6% -4.8% \1,194 -0.5% -6.4% \900 4.7% -12.9%

\1,264 -3.7% -9.3% \1,129 -4.5% -9.2% \1,115 -1.8% -8.3% \950 6.8% 3.8%

総計 \1,612 -0.1% -3.4% \1,366 0.5% -4.7% \1,381 -0.1% -4.0% \1,085 -3.0% -1.1%
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News ReleaseNews Release

◆◆◆◆エンエンエンエン・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社についてについてについてについて http://corp.en-japan.com/
インターネットを利用した求人求職情報サービスのリーディングカンパニー。 派遣会社の集合サイト「[en]派遣のお
仕事情報」や、転職情報サイト「[en]社会人の転職情報」をはじめとし、正社員、派遣社員、新卒、アルバイト求人分

野で情報サイトを運営しています。

◆◆◆◆【【【【en】】】】派遣派遣派遣派遣のおのおのおのお仕事情報仕事情報仕事情報仕事情報についてについてについてについて http://haken.en-japan.com/

3回連続「最も満足している派遣サイトNo.1」（※）に輝く、日本最大級の派遣情報集合サイト。派遣で働く人の様々
なニーズや条件と、全国の派遣会社の持つ仕事情報のベストマッチングを実現しています。利用者から寄せられた
成功談、失敗談を集めた “派遣クチコミ情報” や、派遣社員のホンネに迫る “今月のアンケート集計結果” など、お
役立ち情報も満載。 （※インターワイヤード社調査）
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平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比 平均時給 前月比 前年比
一般事務 \1,016 2.8% -1.1% \1,096 -3.0% -4.7% \1,039 1.1% -3.2% \1,024 -0.2% 0.4%
営業事務 \1,079 5.5% 1.6% \1,129 1.8% 0.7% \1,098 -1.9% -2.9% \1,039 -1.8% -4.9%
経理・財務・会計・英文経理 \1,137 -6.7% -16.0% \1,157 5.2% -1.0% \1,157 0.3% 2.2% \1,092 -0.7% -2.5%
秘書 - - - - - - \1,050 -4.5% -6.9% \1,136 -4.0% 0.2%
受付 \950 -7.3% -6.0% - - - \1,005 -8.1% -6.2% \991 -8.2% -5.6%
総務・人事・法務 \1,150 -3.4% - \1,500 7.1% - \1,125 -1.0% -1.4% \1,114 -6.1% 2.0%
広報・宣伝・IR - - - - - - - - - - - -
企画・マーケティング \950 -9.5% - - - - \1,117 1.5% -4.5% \1,217 3.5% -
貿易・国際事務 - - - \1,200 0.0% - - - - \1,250 0.0% 9.6%
英文事務 \1,100 0.0% 10.0% - - - \1,125 -1.1% -4.9% \900 -5.3% -18.2%
金融（銀行）事務 \990 0.7% -13.9% - - - \1,250 5.6% 15.7% \940 -1.1% -10.5%
金融（証券）事務 - - - - - - \1,100 0.0% 0.0% \1,050 - -4.5%
金融（生保・損保）事務 \1,143 0.7% -0.6% - - - \1,155 -1.3% -0.3% \1,125 1.8% -3.6%
金融（その他）事務 \1,200 -2.0% - - - - \1,210 6.4% -1.2% \1,200 - -1.0%
通訳・翻訳 - - - - - - \1,563 -16.7% - \1,000 -2.0% -25.9%
OAオペレーター \1,067 -3.0% -4.1% - - - - - - \1,033 -0.8% -6.3%
データ入力 \925 5.0% -4.1% - - - \941 -11.4% -7.8% \932 -5.4% -6.8%
事務的軽作業 - - - - - - \800 -9.9% -22.0% \1,028 4.5% 8.2%
その他事務系 \1,100 -3.2% -22.5% - - - \1,113 -5.5% 13.6% \930 -5.1% -19.2%

\1,062 -1.8% -8.4% \1,216 2.4% 8.5% \1,115 -3.1% -0.4% \1,056 -1.6% -4.7%
営業・企画営業・ラウンダー \1,390 1.2% 1.6% \1,530 0.2% 28.4% \1,217 -0.2% -4.6% \1,225 -0.4% -2.3%
営業アシスタント \1,050 1.6% - - - - \833 4.2% -24.8% \1,128 2.5% -3.0%
販売（アパレル系） \1,036 -5.4% -11.3% - - - \1,080 -2.3% -4.2% \1,117 -3.1% 0.9%
販売（その他） \1,131 -0.4% 4.6% \1,087 -5.7% -1.8% \1,176 -0.9% 4.8% \1,112 -2.4% 3.9%
デモンストレーター・MC - - - - - - \1,167 16.7% 12.9% \2,400 61.8% 109.5%
窓口・ショールーム・カウンター受付 \1,062 0.2% -5.2% \1,133 1.5% -8.7% \1,080 -2.7% -3.6% \1,041 -4.5% 0.9%
旅行関連 - - - - - - \1,100 - 10.0% \800 -9.4% -24.0%

テレマーケティング・テレフォンオペレーター \999 3.3% -6.5% \800 0.0% -13.3% \1,079 -0.9% -3.9% \1,026 0.4% -2.8%
スーパーバイザー \1,150 0.7% -9.5% - - - \1,250 4.2% - \1,218 -1.8% -6.3%
その他営業・販売・サービス系 \1,164 -1.0% 5.8% \1,156 4.2% 17.7% \1,014 -4.7% -5.1% \1,090 -6.1% 5.3%

\1,123 0.2% -3.9% \1,141 0.0% 4.1% \1,100 1.3% -0.8% \1,216 5.7% 8.4%

WEBデザイナー \1,050 0.0% - - - - - - - \1,257 2.6% 10.9%
WEBディレクター - - - - - - - - - - - -
WEB制作・編集 - - - - - - \1,250 0.0% 6.4% \1,150 9.5% 4.5%
編集・校正・制作 \1,600 9.1% 29.3% - - - \1,100 -21.4% 8.4% \1,100 - 3.1%
デザイナー（ファッション・アクセサリー）・パタンナー - - - - - - - - - - - -
デザイナー（住宅・インテリア） - - - - - - - - - - - -
ＤＴＰオペレーター \800 - - - - - \1,160 0.9% 1.5% \971 -6.3% -10.2%

その他クリエイティブ職 - - - - - - \950 0.0% -17.4% \1,200 0.0% 21.5%
\1,150 -8.4% -4.0% - - - \1,115 -6.1% -1.0% \1,136 -4.0% -0.9%

ビジネスアプリケーション系SE - - - - - - \1,100 0.0% -24.1% \1,843 -2.1% -0.2%
制御系SE - - - - - - - - - \1,800 0.0% 13.4%

データベース系SE - - - - - - - - - - - -
社内SE - - - - - - - - - \1,377 -0.1% -14.0%
プログラマ - - - - - - \1,600 6.7% 17.1% \1,638 1.5% -3.6%

ネットワークエンジニア \2,000 0.0% 37.9% - - - \1,700 0.0% 17.2% \1,488 -1.5% -7.6%
テスト・評価 - - - - - - \1,200 0.0% 9.1% \1,170 1.7% -2.5%
運用管理・保守 - - - - - - \1,200 -10.0% -4.0% \1,415 -10.8% 3.3%
ユーザーサポート・ヘルプデスク - - - - - - \1,320 -2.2% 9.2% \1,264 -2.0% 5.1%

インストラクター・講師・教師 \1,100 3.1% - - - - \1,217 - -24.6% \1,139 -28.8% -14.0%
その他 IT系 \1,200 0.0% -16.6% - - - \1,233 - - \1,627 3.0% -1.7%

\1,433 0.8% 7.1% - - - \1,321 -3.1% -2.5% \1,476 -6.1% -3.6%
ＣＡＤオペレーター \1,125 -6.3% 7.1% \1,200 0.0% - \1,129 0.6% -3.5% \1,104 -2.6% -1.8%

ＣＡＤ・設計 - - - - - - \1,400 -9.1% 10.2% \1,233 -6.3% -9.3%
ハード系設計 - - - - - - - - - - - -
研究開発関連 \1,050 0.0% - - - - \1,250 - 6.6% - - -

その他技術系 \1,000 -16.0% -16.7% \1,500 0.0% - \1,133 - -5.6% \1,319 -14.1% -6.3%
\1,058 -6.4% 4.1% \1,350 0.0% -10.0% \1,228 -7.7% 2.1% \1,219 -8.2% -10.0%

医療事務 \1,010 -5.3% 1.0% - - - \1,000 6.5% -2.8% \964 1.5% -3.6%
治験関連 - - - - - - \1,100 0.0% -10.2% - - -

介護関連 - - - \1,700 50.6% 54.5% \1,092 1.0% 6.2% \1,050 5.0% 4.3%
看護師・准看護師 - - - \1,250 - - \1,344 -4.0% 49.3% \1,317 5.9% 23.8%
研究開発関連 \1,800 0.0% 80.0% - - - \1,425 -18.6% 35.7% \1,175 -2.1% -11.6%

その他医療・介護関連 \1,800 0.0% - - - - \1,500 2.9% 47.5% \1,210 6.9% 3.8%
\1,537 -1.2% 53.7% \1,475 38.6% 32.6% \1,243 -3.5% 19.4% \1,143 3.4% 2.7%

製造業務 \883 4.9% -8.0% - - - \1,000 -0.6% -6.1% \930 0.8% 3.2%
軽作業 \900 10.2% -7.1% \950 - -6.8% \941 -0.4% -10.8% \969 -0.7% 8.6%

ドライバー - - - - - - - - - \800 -15.8% -23.8%
インストラクター・講師・教師 - - - - - - - - - \1,286 -5.6% 17.8%
その他 \1,050 6.8% 2.4% \800 0.0% 0.0% \1,033 -5.3% -1.6% \1,078 -3.8% -4.2%

\944 7.3% -4.1% \875 9.4% -11.5% \991 -2.3% -6.2% \1,013 -5.0% 0.1%

総計 \1,143 -1.3% -1.2% \1,199 2.2% 6.4% \1,161 -2.0% 1.3% \1,179 -2.6% -2.1%

中国・四国

　　　クリエイティブ系　計

　　　IT系　計

　　　技術系　計

九州・沖縄
大分類職種 小分類職種

　　　オフィスワーク系　計

東北 北信越

　　　医療・介護系　計

　　　その他　計

オフィスワーク系

営業・販売・サービス系

クリエイティブ系

IT系

技術系

医療・介護系

その他

　　　営業・販売・サービス系　計
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