
【202103】マイナビバイト サイト内フリーワード検索数（SP版）
※データ抽出日：2021/04/13

当月順位 検索ワード カテゴリー 当月順位 検索ワード カテゴリー 当月順位 検索ワード カテゴリー

1 → カフェ 職種 51 ↓ 塾 職種 101 ↑ 学生 条件

2 ↑ シール貼り 職種 52 ↓ 韓国 条件 102 ↑ リモート 職種

3 ↑ 未経験 条件 53 ↑ アルバイト 就業ワード 103 ↓ 箱根 地名

4 → 在宅 条件 54 ↓ 販売 職種 104 ↑ 編集 職種

5 ↓ 事務 職種 55 ↓ 現金手渡し 条件 105 ↑ 入力 職種

6 ↑ 地元特集 特集 56 ↑ フルタイム 条件 106 ↓ Photoshop 職種

7 ↓ 短期 条件 57 ↑ カオみせ 特集 107 ↓ バイト 就業ワード

8 ↓ データ入力 職種 58 ↓ 接客なし 条件 108 ↑ 埼玉県 地名

9 ↑ 日払い 条件 59 → 短時間 条件 109 ↑ 事務スタッフ 職種

10 ↑ コンビニ 職種 60 ↑ ネイル 職種 110 ↓ 映画館 職種

11 ↑ ホテル 職種 61 ↑ 試験監督 職種 111 → 寿司 職種

12 ↓ 手渡し 条件 62 ↓ 医療事務 職種 112 ↑ 履歴書不要 条件

13 ↑ 高校生 条件 63 ↑ 内職 条件 113 ↓ ドライバー 職種

14 ↓ ネイルok 条件 64 ↑ 未経験者歓迎 条件 114 ↓ イラスト 職種

15 ↓ アニメ 職種 65 ↑ 大学生 条件 115 ↓ 美術 職種

16 ↑ 東京都 地名 66 ↓ 温泉 条件 116 ↓ 撮影 職種

17 ↓ オープニング 条件 67 ↓ ネイルOK 条件 117 ↓ ピッキング 職種

18 ↓ 受付 職種 68 ↑ 在宅ワーク・内職 職種 118 ↑ フォークリフト 職種

19 ↑ シニア 条件 69 ↑ 神奈川県 地名 119 ↑ Illustrator 職種

20 ↓ 副業 条件 70 ↑ フロント 職種 120 ↓ ガソリンスタンド 職種

21 ↓ ライター 職種 71 ↓ 着物 職種 121 ↑ 音楽 職種

22 ↑ 不動産 職種 72 ↑ 面接なし 条件 122 ↑ 完全在宅 条件

23 ↓ パン屋 職種 73 ↑ 東京都新宿区 地名 123 ↑ 飲食店 職種

24 ↑ 高校生歓迎 条件 74 ↑ 中国語 条件 124 ↑ 梱包 職種

25 ↑ 軽作業 職種 75 ↓ 登録制 条件 125 ↑ 愛知県 地名

26 → 品出し 職種 76 ↓ 飲食 職種 126 ↑ レジ 職種

27 ↑ 髪色自由 条件 77 ↑ 花屋 職種 127 ↑ 農業 職種

28 ↓ ゲーム 職種 78 ↑ 東京 地名 128 ↑ ネイル可 条件

29 ↑ 経理 職種 79 ↓ パチンコ 職種 129 ↑ 倉庫 職種

30 ↑ 夜勤 条件 80 ↓ 期間限定 条件 130 ↓ 警備 職種

31 ↓ 清掃 職種 81 ↓ タピオカ ワード 131 ↑ 本屋 職種

32 ↑ 書店 職種 82 ↑ 大阪府 地名 132 ↑ 千葉県 地名

33 ↓ ケーキ 職種 83 ↑ 受付スタッフ 職種 133 ↓ スイーツ 職種

34 ↑ 焼肉 職種 84 ↓ パン 職種 134 ↑ アルバイト・パート 雇用形態

35 ↑ アパレル 職種 85 ↑ キッチン 職種 135 ↓ レンタカー 職種

36 ↓ 個人経営 条件 86 ↓ 雑貨 職種 136 ↓ 漫画 職種

37 ↑ 単発 条件 87 ↑ ECサイト 条件 137 ↑ 週2 条件

38 ↓ レアバイト 条件 88 ↑ ペットショップ 職種 138 ↑ 大学生歓迎 条件

39 ↑ スーパー 職種 89 ↑ 校正 職種 139 ↓ バリスタ 職種

40 ↑ コールセンター 職種 90 ↑ ドラッグストア 職種 140 ↑ クリニック 職種

41 ↓ ラーメン 職種 91 ↓ 日曜日 条件 141 ↓ 介護 職種

42 ↑ GW シーズナル 92 ↓ 動物 職種 142 ↑ 北日本特猫 特集

43 ↓ 英語 条件 93 ↓ 池袋 地名 143 ↓ カメラ 職種

44 ↓ 子ども 条件 94 ↑ ブライダル 職種 144 ↓ 歯科助手 職種

45 ↑ 居酒屋 職種 95 ↑ イベント 職種 145 ↑ 図書館 職種

46 ↑ 在宅ワーク 条件 96 ↓ カラオケ 職種 146 ↓ 新宿 地名

47 ↑ 週1 条件 97 ↑ 正社員 条件 147 ↑ 石垣島 地名

48 ↓ 学童 職種 98 ↓ ヨガ 職種 148 ↓ 映画 職種

49 ↓ 無資格 条件 99 ↑ パート 条件 149 ↓ デザイン 職種

50 ↑ ゴルフ 職種 100 → 在宅勤務 職種 150 ↑ 単発（1日） 条件



【202103】マイナビバイト サイト内フリーワード検索数（PC版）
※データ抽出日：2021/04/13

当月順位 検索ワード カテゴリー 当月順位 検索ワード カテゴリー 当月順位 検索ワード カテゴリー

1 → 在宅 条件 51 ↑ 人事 職種 101 ↑ 大学 条件

2 → 事務 職種 52 ↓ アパレル 職種 102 ↓ web 職種

3 → データ入力 職種 53 ↓ 神奈川県 地名 103 ↑ 福山 地名

4 → カフェ 職種 54 ↑ 新聞 職種 104 ↑ EC 職種

5 → 未経験 条件 55 ↓ ドライバー 職種 105 ↑ フロント 職種

6 ↑ ホテル 職種 56 ↓ 受付 職種 106 ↑ 受付スタッフ 職種

7 → ライター 職種 57 ↑ 図書館 職種 107 ↑ 花屋 職種

8 ↑ オープニング 条件 58 ↑ デザイナー 職種 108 → 内職 条件

9 ↑ シニア 条件 59 ↓ 夜勤 条件 109 ↓ 在宅勤務 職種

10 ↑ ゲーム 職種 60 ↑ 配送 職種 110 ↑ 個人経営 条件

11 ↓ コールセンター 職種 61 ↑ 出版 職種 111 → 美術 職種

12 ↑ 東京都 地名 62 ↑ 居酒屋 職種 112 ↓ 大学生 条件

13 ↓ 短期 条件 63 ↑ スポーツ 職種 113 ↑ テレアポ 職種

14 ↑ 地元特集 特集 64 ↑ 動画編集 職種 114 ↑ テレワーク ワード

15 ↑ 不動産 職種 65 ↑ エンジニア 職種 115 ↑ 箱根 地名

16 → アニメ 職種 66 ↑ 大阪府 地名 116 ↑ 動物 職種

17 → 英語 条件 67 ↓ ガソリンスタンド 職種 117 ↑ 住み込み 条件

18 ↓ シール貼り 職種 68 ↑ レアバイト 条件 118 ↑ プール 職種

19 ↑ 清掃 職種 69 ↓ 撮影 職種 119 ↑ 仕分け 職種

20 ↓ カオみせ 特集 70 ↑ イラスト 職種 120 ↑ 登録制 条件

21 ↑ イベント 職種 71 ↑ CAD 職種 121 ↓ 外国人 条件

22 ↑ デザイン 職種 72 ↓ プログラミング 職種 122 ↑ 接客なし 条件

23 ↓ コンビニ 職種 73 ↑ デバッグ 職種 123 ↑ 印刷 職種

24 ↑ 校正 職種 74 ↑ 採点 職種 124 ↓ 短時間 条件

25 ↓ 試験監督 職種 75 ↑ 梱包 職種 125 ↑ 在宅ワーク・内職 職種

26 ↓ 軽作業 職種 76 ↑ 焼肉 職種 126 ↑ 履歴書不要 条件

27 ↑ 経理 職種 77 ↑ GW シーズナル 127 ↑ 製造 職種

28 ↑ 書店 職種 78 ↑ 完全在宅 条件 128 ↑ 警備員 職種

29 ↑ 日払い 条件 79 ↓ フォークリフト 職種 129 ↑ レンタカー 職種

30 ↑ 在宅ワーク 条件 80 ↓ 介護 職種 130 ↑ 北海道 地名

31 ↑ パン屋 職種 81 ↑ 医療事務 職種 131 ↑ コーダー 職種

32 ↑ 事務スタッフ 職種 82 ↑ 制作 職種 132 ↓ 派遣 条件

33 ↓ 副業 条件 83 ↑ 塾講師 職種 133 ↓ オフィスワーク 職種

34 ↑ リモート 職種 84 ↑ 会計事務所 条件 134 ↑ 子ども 条件

35 ↓ photoshop 職種 85 ↓ 雑貨 職種 135 ↓ 池袋 地名

36 ↑ 飲食 職種 86 ↓ 埼玉県 地名 136 ↑ 愛知県 地名

37 ↑ 編集 職種 87 ↑ 千葉県 地名 137 ↑ カメラ 職種

38 ↑ illustrator 職種 88 ↓ 品出し 職種 138 ↑ リモートワーク 職種

39 ↓ 高校生 条件 89 ↓ アルバイト 就業ワード 139 ↑ 大阪 地名

40 ↓ スーパー 職種 90 ↑ コンサート 職種 140 ↑ 寮 条件

41 ↑ 学童 職種 91 ↓ ECサイト 条件 141 ↑ 無資格 条件

42 ↑ ゴルフ 職種 92 ↓ 大阪コンソ 特集 142 ↓ 韓国語 条件

43 ↓ 警備 職種 93 ↑ 正社員 条件 143 ↑ 週1 条件

44 ↑ 東京 地名 94 ↑ 新宿 地名 144 ↑ ジョブス 媒体名

45 ↑ 音楽 職種 95 ↓ Photoshop 職種 145 ↑ キッティング 職種

46 ↑ ラーメン 職種 96 ↑ 営業 職種 146 ↓ パソコン 職種

47 ↓ 塾 職種 97 ↓ マーケティング 職種 147 ↓ 入力 職種

48 ↑ 中国語 条件 98 ↑ 渋谷 地名 148 ↓ 税理士 職種

49 ↓ 単発 条件 99 ↑ 翻訳 職種 149 ↑ デリバリー 職種

50 ↑ 手渡し 条件 100 ↓ 販売 職種 150 ↑ 調理 職種



【202004】マイナビバイト サイト内フリーワード検索数（SP版）
※データ抽出日：2021/04/13

当月順位 検索ワード カテゴリー 当月順位 検索ワード カテゴリー 当月順位 検索ワード カテゴリー

1 GW シーズナル 51 医療事務 職種 101 雑貨 職種

2 在宅 条件 52 ドライバー 職種 102 書店 職種

3 シール貼り 職種 53 接客なし 条件 103 イラスト 職種

4 カフェ 職種 54 ケーキ 職種 104 図書館 職種

5 短期 条件 55 デリバリー 職種 105 ゴルフ 職種

6 コンビニ 職種 56 経理 職種 106 期間限定 条件

7 手渡し 条件 57 郵便 ワード 107 工場 職種

8 日払い 条件 58 無資格 条件 108 外国人 条件

9 データ入力 職種 59 住み込み 条件 109 ヨガ 職種

10 未経験 条件 60 パン 職種 110 配送 職種

11 事務 職種 61 塾 職種 111 バーテンダー 職種

12 スーパー 職種 62 髪色自由 条件 112 販売 職種

13 ホテル 職種 63 池袋 地名 113 受付スタッフ 職種

14 ライター 職種 64 警備 職種 114 中国語 条件

15 パン屋 職種 65 韓国 条件 115 イタリアン 職種

16 在宅ワーク 条件 66 着物 職種 116 歯科助手 職種

17 品出し 職種 67 薬局 職種 117 新宿 地名

18 ネイルok 条件 68 ドラッグストア 職種 118 深夜 条件

19 学童 職種 69 即日勤務 条件 119 寿司 職種

20 高校生 条件 70 ベーカリー 職種 120 お中元 職種

21 副業 条件 71 病院 職種 121 映画館 職種

22 受付 職種 72 ポスティング 職種 122 大学生 条件

23 オープニング 条件 73 花屋 職種 123 ビアガーデン 職種

24 清掃 職種 74 高校生歓迎 条件 124 洗車 職種

25 夜勤 条件 75 フォークリフト 職種 125 ペット 職種

26 内職 条件 76 入力 職種 126 デザイン 職種

27 コールセンター 職種 77 ネイルOK 条件 127 クリーニング 職種

28 現金手渡し 条件 78 履歴書不要 条件 128 横浜 地名

29 アニメ 職種 79 短時間 条件 129 撮影 職種

30 ゲーム 職種 80 動物 職種 130 テレワーク ワード

31 面接なし 条件 81 仕分け 職種 131 飲食 職種

32 シニア 条件 82 レジ 職種 132 中高年 条件

33 急募 条件 83 ピッキング 職種 133 デバッグ 職種

34 レアバイト 条件 84 週1 条件 134 配達 職種

35 個人経営 条件 85 温泉 条件 135 派遣 条件

36 居酒屋 職種 86 日曜日 条件 136 ゴールデンウィーク シーズナル

37 英語 条件 87 在宅ワーク・内職 職種 137 介護 職種

38 ラーメン 職種 88 アパレル 職種 138 漫画 職種

39 タピオカ ワード 89 ペットショップ 職種 139 スポーツ 職種

40 軽作業 職種 90 テレビ 職種 140 お弁当 職種

41 不動産 職種 91 バイト 就業ワード 141 カラオケ 職種

42 ガソリンスタンド 職種 92 カメラ 職種 142 事務・データ入力・受付 職種

43 焼肉 職種 93 gw シーズナル 143 出版社 職種

44 農業 職種 94 倉庫 職種 144 ジム 職種

45 フロント 職種 95 フルタイム 条件 145 ハンバーガー 職種

46 パチンコ 職種 96 キッチン 職種 146 東京 地名

47 子ども 条件 97 バリスタ 職種 147 マッサージ 職種

48 単発 条件 98 ピザ 職種 148 梱包 職種

49 登録制 条件 99 アルバイト 就業ワード 149 音楽 職種

50 レンタカー 職種 100 韓国語 条件 150 在宅勤務 職種



【202004】マイナビバイト サイト内フリーワード検索数（PC版）
※データ抽出日：2021/04/13

当月順位 検索ワード カテゴリー 当月順位 検索ワード カテゴリー 当月順位 検索ワード カテゴリー

1 在宅 条件 51 ガソリンスタンド 職種 101 配送 職種

2 データ入力 職種 52 副業 条件 102 年末年始 シーズナル

3 事務 職種 53 撮影 職種 103 正社員 条件

4 カフェ 職種 54 フォークリフト 職種 104 デリバリー 職種

5 ホテル 職種 55 web 職種 105 漫画 職種

6 ライター 職種 56 翻訳 職種 106 バイト 就業ワード

7 未経験 条件 57 フロント 職種 107 年齢不問 条件

8 コールセンター 職種 58 焼肉 職種 108 住み込み 条件

9 英語 条件 59 パチンコ 職種 109 旅行 職種

10 ゲーム 職種 60 新宿 地名 110 東京都 地名

11 試験監督 職種 61 スーパー 職種 111 データ 職種

12 短期 条件 62 外国人 条件 112 大阪 地名

13 シニア 条件 63 学童 職種 113 接客なし 条件

14 アニメ 職種 64 塾 職種 114 個人経営 条件

15 中国語 条件 65 居酒屋 職種 115 映画館 職種

16 清掃 職種 66 レアバイト 条件 116 パン 職種

17 コンビニ 職種 67 採点 職種 117 コンサート 職種

18 軽作業 職種 68 パソコン 職種 118 短時間 条件

19 イベント 職種 69 映画 職種 119 カメラマン 職種

20 経理 職種 70 書店 職種 120 子ども 条件

21 シール貼り 職種 71 高校生 条件 121 プログラミング 職種

22 日払い 条件 72 デバッグ 職種 122 イタリアン 職種

23 警備 職種 73 事務スタッフ 職種 123 花屋 職種

24 在宅ワーク 条件 74 テレアポ 職種 124 洗い場 職種

25 受付 職種 75 ラーメン 職種 125 編集 職種

26 タピオカ ワード 76 ピッキング 職種 126 病院 職種

27 オープニング 条件 77 CAD 職種 127 エンジニア 職種

28 介護 職種 78 illustrator 職種 128 家庭教師 職種

29 イラスト 職種 79 デザイナー 職種 129 スポーツ 職種

30 不動産 職種 80 登録制 条件 130 オフィスワーク 職種

31 カメラ 職種 81 韓国 条件 131 医療事務 職種

32 東京 地名 82 梱包 職種 132 アプリ 職種

33 手渡し 条件 83 カラオケ 職種 133 施設警備 職種

34 単発 条件 84 動画編集 職種 134 出版 職種

35 図書館 職種 85 レンタカー 職種 135 早朝 条件

36 映像 職種 86 飲食 職種 136 英会話 職種

37 農業 職種 87 韓国語 条件 137 中高年 条件

38 ドライバー 職種 88 パン屋 職種 138 週１ 条件

39 校正 職種 89 渋谷 地名 139 本厚木 地名

40 Photoshop 職種 90 現金手渡し 条件 140 出版社 職種

41 デザイン 職種 91 動画 職種 141 アルバイト 就業ワード

42 photoshop 職種 92 事務・データ入力・受付 職種 142 仕分け 職種

43 夜勤 条件 93 ゴルフ 職種 143 モニター 職種

44 品出し 職種 94 ジム 職種 144 ポスティング 職種

45 郵便 ワード 95 着物 職種 145 美術 職種

46 池袋 地名 96 秋葉原 地名 146 バーテンダー 職種

47 販売 職種 97 履歴書不要 条件 147 キッチン 職種

48 アパレル 職種 98 吉祥寺 地名 148 温泉 条件

49 入力 職種 99 音楽 職種 149 商品管理 職種

50 お歳暮 シーズナル 100 派遣 条件 150 松山 地名


