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「2009 年 11 月 アルバイト情報サイトランキング」および
「2009 年 11 月 モバイルアルバイト情報サイトランキング」の発表について
ゴメス・コンサルティング株式会社(以下、ゴメス)は本日、「2009 年 11 月 アルバイト情報サイト
ランキング」および「2009 年 11 月 モバイルアルバイト情報サイトランキング」をゴメスのウェブサ
イト(http://www.gomez.co.jp/)上で発表いたしました。
この調査は、インターネット上でアルバイト求人情報を提供するＰＣ向けおよび携帯電話向けサイ
トを対象に、サイトの使いやすさや情報の充実度を評価することを目的として行っています。ゴメス
が独自に定めたノミネート基準を満たすＰＣおよびモバイル向けの各アルバイト情報サイトについて、
それぞれ 288 項目、220 項目の評価項目によりゴメスのアナリストが調査を行い、上位 10 サイトをラ
ンキング形式で発表しています。
【総合順位：アルバイト情報サイト】
順位
得点
サイト名（運営会社名）
1位
8.51 マイナビバイト（毎日コミュニケーションズ）
2位
8.42 バイトルドットコム（ディップ）
3位
8.01 ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ（リクルート）
4位
7.85 シゴト情報ａｎ（インテリジェンス）
5位
7.39 求人情報サイト ＤＯＭＯ ＮＥＴ（アルバイトタイムス）
6位
7.02 ｅ-ａｉｄｅｍ（アイデム）
7位
7.01 フロムエーキャリア（フロムエーキャリア）
8位
6.99 Ｆｉｎｄ Ｊｏｂ！（ミクシィ）
9位
6.76 ジョブセンス（リブセンス）
10 位
6.46 ラピジョブ（ラピースドリーム）

前回*
4位
1位
2位
3位
5位
6位
9位
15 位
7位

* 「アルバイト情報サイトランキング」
（2007 年 11 月）での順位
** 各サイトの詳細なレビューについてはゴメスのウェブサイトをご覧ください

【カテゴリ別ランキング：アルバイト情報サイト】
ウェブサイトの使いやすさ
情報量とコンテンツ
1位
8.80
バイトルドットコム
1位
9.10
ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ
2位
8.51
マイナビバイト
2位
8.70
マイナビバイト
3位
8.25
ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ
3位
8.66
シゴト情報ａｎ
ウェブサイトの安定性と信頼感
1位
8.46
ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ
2位
8.25
ｅ－ａｉｄｅｍ
3位
8.24
マイナビバイト

便利な機能・サービス
1位
8.45
マイナビバイト
2位
7.85
バイトルドットコム
3位
6.65
Ｆｉｎｄ Ｊｏｂ！
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【総合順位：モバイルアルバイト情報サイト】
順位
得点
サイト名（運営会社名）
1位
8.51 バイトルドットコム（ディップ）
2位
8.35 マイナビバイト（毎日コミュニケーションズ）
3位
8.04 ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ（リクルート）
4位
7.88 ａｎエリア（インテリジェンス）
5位
7.86 ａｎセレクト（インテリジェンス）
6位
7.23 求人情報サイト ＤＯＭＯ ＮＥＴ（アルバイトタイムス）
7位
7.10 ジョブセンス（リブセンス）
8位
7.07 ｅ－ａｉｄｅｍ（アイデム）
9位
6.98 ａｎレギュラー（インテリジェンス）
10 位
6.92 ラピジョブモバイル（ラピースドリーム）

前回*
1位
4位
3位
2位
5位
13 位
12 位
8位
7位
6位

* 「モバイルアルバイト情報サイトランキング」
（2007 年 12 月）での順位
** 各サイトの詳細なレビューについてはゴメスのウェブサイトをご覧ください

【カテゴリ別ランキング：モバイルアルバイト情報サイト】
モバイルサイトの使いやすさ
情報量とコンテンツ
1位
8.70
マイナビバイト
1位
8.56
ａｎエリア
2位
8.67
バイトルドットコム
2位
8.29
ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ
3位
8.06
求人情報サイト ＤＯＭＯ 3 位
8.12
バイトルドットコム
ＮＥＴ
モバイルサイトの信頼・安心感
1位
9.28
ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ
2位
9.23
ｅ－ａｉｄｅｍ
3位
8.99
ジョブセンス

便利な機能・サービス
1位
8.78
バイトルドットコム
2位
8.25
マイナビバイト
3位
6.83
ａｎエリア

【総評】
低迷する経済状況の影響による求職者の増加で、求人情報サービスの存在感はますます高まって
います。また、紙媒体から続く成熟市場でありながら、成功報酬型の広告課金モデルをはじめとす
る新しいサービスも次々と登場し、求人情報を提供するウェブサイトは年々増え続けています。例
えば、ランキングノミネート 10 サイト中 3 サイトで「採用時祝い金」
（サイトを通じて採用された
求職者にお祝い金が支給される）サービスが提供されるなど、新しいサービス形態の求人情報サイ
トの台頭がうかがえます。一方、大手求人サイトにおいては、サービス間の競争激化や求職者ニー
ズの多様化を背景に、単なる求人情報の提供ではなく“仕事”に関するあらゆる情報が網羅された
総合求人情報メディアへとシフトしています。




アルバイト情報サイトランキング：総評
前回調査から 2 年が経過し、ノミネートサイトの多くでサイトリニューアルや機能・サービスの
追加が行われ、上位サイトにおけるスコア差はさらに縮小する結果となりました。
検索の多機能化も進んでおり、中でも、求人情報サービスとして重要な検索機能であるエリア検
索軸では、クリッカブルマップ（画像上の特定の位置をクリックして目的の情報へ移動できる機能）
を利用した直感的なエリア検索やターミナル駅周辺の特定エリアまで詳細に指定できる組合せ検索
など、多様化するユーザーのニーズに応えるべく、様々な検索軸が提供されています。
アルバイト情報サイトランキング：上位サイトの特徴

第 1 位：マイナビバイト（毎日コミュニケーションズ）
マイナビバイトの特徴は、求人の検索から実際の応募に至るまでのページ遷移の少なさです。特に、
ウェブ技術を活用したリアルタイムフィルタ機能は、ページ遷移が発生しないだけでなく、情報の“絞
り込み”を直感的に行うことができる優れた機能です。トレンド技術への積極的な取り組みが印象的
な同サイトですが、わかりやすい表記や視認性への細やかな配慮も随所に見られ、求人情報媒体とし
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て質の高いウェブサイトとなっています。
第 2 位：バイトルドットコム（ディップ）
バイトルドットコムの特徴は、同サイトの豊富な求人数に見合う多彩な検索軸です。詳細まで指定
できるエリア検索や、多機能な検索結果の絞込み機能など、ユーザーの志向に合わせた詳細な求人検
索が可能です。一方で、オススメ情報からの検索や具体的なキーワードからのダイレクトな求人検索
など、様々な探し方が用意されており、詳しく探せるだけでなく仕事を探す上での”気づき”も得る
ことができる求人情報サイトです。
第 3 位：ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ（リクルート）
今年 10 月のサイトリニューアルで、検索機能の強化や応募フォームにおける入力補助機能の設置な
ど、さらに多機能化が進んだ総合アルバイト情報サイトです。また、応募可能期間の残り日数の表示
や職種ごとに一覧を並べ替える機能など、求職者のニーズを捉えた細やかな工夫も同サイトの特徴の
一つです。




モバイルアルバイト情報サイトランキング：総評
大多数のアルバイト情報サイトにとって、メインとなるユーザーは 10 代～20 代の若年層です。デ
ジタルネイティブと呼ばれるように、インターネットを活用した情報収集がごく一般的になってい
る若年層ユーザーにとって、最も身近なインターネット端末のひとつが携帯電話です。このような
背景に加えて、求人コードなどを活用したフリーペーパーをはじめとする紙媒体との連動や、端末
のＧＰＳ機能を利用した直感的なエリア検索など、ＰＣサイトの単なるモバイル版ではなく、携帯
端末ならではのメリットを活かした機能やサービスを備えたモバイルサイトが増えています。
モバイルアルバイト情報サイトランキング：上位サイトの特徴

第 1 位：バイトルドットコム（ディップ）
ＰＣサイトに匹敵する程の豊富な情報量と多彩な検索軸が魅力のモバイルサイトです。中でも、ア
ルバイト求人検索でニーズの高い「エリア検索軸」の充実は、バイトルドットコムの大きな特徴です。
端末のＧＰＳ機能を利用したものから、人気タウン名からの検索まで、様々な切り口のエリア検索が
用意されており、携帯端末ならではの利便性を活用した質の高いサービスが提供されています。
第 2 位：マイナビバイト（毎日コミュニケーションズ）
アルバイト情報サイトならではの“気軽さ”を確保しながらも、サイトを継続的に利用するユーザ
ーにとっても利用価値の高いモバイルサイトです。例えば、指定した条件に該当する求人情報を知ら
せてくれる「楽ピタメール」や、履歴書情報の保存・呼び出しなど、ＰＣサイトと同様の便利な会員
サービスが提供されています。
第 3 位：ｆｒｏｍＡ ｎａｖｉ（リクルート）
検索機能がさらに強化されたｆｒｏｍＡ ｎａｖｉがモバイルサイトでも高い評価となりました。
勤務地や駅名、職種を指定しての検索では、検索条件を最大 20 件まで組み合わせて探せるようになっ
ており、例えば、仕事選びに対する目的意識の高いユーザーは、より具体的な絞り込み検索が行える
ようになっています。

【ノミネート基準：アルバイト情報サイトランキング】
アルバイト情報サイトランキングは、インターネットを通じてアルバイト求人情報の閲覧および
応募が可能なアルバイト情報サイトの中から、下記のノミネート基準を満たすウェブサイトを調査
対象として選定しています。
・全国の求人情報を提供していること
・掲載求人情報を独自に収集していること
・ウェブサイトからの応募フローがサイト内で完結していること
・その他、当社調査において一定以上の水準を満たすこと
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【評価カテゴリの名称と評価内容：アルバイト情報サイトランキング】
名称
評価内容
ウェブサイトの使いやすさ
ウェブサイトの全般的な使いやすさを評価するカテゴリです。希
望する求人情報の探しやすさや、応募が完了するまでの一連の動
作に付随するウェブサイトの使い勝手を評価しています。
情報量とコンテンツ
求人情報に表示される内容に関する情報量や、求職活動のノウハ
ウが記載されたコンテンツなどの掲載状況について評価していま
す。
ウェブサイトの安定性と信頼感 トップページの表示速度や稼働率(エラー発生率)によるウェブサ
イトの安定性、個人情報保護に関するセキュリティ対応状況など
を評価しています。
便利な機能・サービス
求人情報の一時保存機能やメール配信サービスなど、ウェブサイ
トならではの便利な機能・サービスの導入状況を評価しています。

【ノミネート基準：モバイルアルバイト情報サイトランキング】
モバイルアルバイト情報サイトランキングは、インターネットを通じてアルバイト求人情報の閲
覧および応募が可能なモバイルアルバイト情報サイトの中から、下記のノミネート基準を満たした
サイトを調査対象として選定しています。
・全国の求人情報を提供していること
・掲載求人情報を独自に収集していること
・主要 3 キャリア（
「ＮＴＴドコモ」
「ａｕ」「ソフトバンクモバイル」）の携帯電話向けに情報提供
していること
・ウェブサイトからの応募フローがサイト内で完結していること
・その他、当社調査において一定以上の水準を満たすこと

【評価カテゴリの名称と評価内容：モバイルアルバイト情報サイトランキング】
名称
評価内容
モバイルサイトの使いやすさ
モバイルサイトの全般的な使いやすさを評価するカテゴリです。
希望する求人情報の探しやすさや、応募が完了するまでの一連の
動作に付随するモバイルサイトの使い勝手を評価しています。
情報量とコンテンツ
求人情報に表示される内容に関する情報量や、転職をするに当た
ってのノウハウが記載されたコンテンツなどの掲載状況について
評価しています。
モバイルサイトの信頼・安心感 個人情報保護に関するセキュリティ対応状況やヘルプ関連コンテ
ンツの充実度などを評価しています。
便利な機能・サービス

ＰＣサイトとの連携機能や情報保存・管理機能など、サイトの利
便性を高める付加サービスや機能の導入状況を評価しています。

【本件に関するお問合せ】
リサーチ事業部アナリスト 中上 壮太
電話：03-6229-0813／FAX：03-3589-7965
E メール：gomez-info@gomez.co.jp
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