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インターワイヤード、「人材派遣サイト利用実態調査 2005」の結果を発表 

～サイト認知率１位は「リクナビ派遣」       

  「最も満足している派遣サイト」1 位は「エン・ジャパン」～ 

 
インターワイヤード株式会社（社長：斉藤義弘、本社：東京都品川区南大井）は、同社が運営するイ

ンターネットリサーチサービス「DIMSDRIVE」にて人材派遣サイトの利用状況に関する調査結果
を発表した。 
 

●人材派遣サイトの利用経験 ・・・ 55.6％が利用経験あり。「転職サイト」は 56.3％が併用 

●派遣サイト 認知率１位は「リクナビ派遣」 

●最も満足したサイトは 「[en]派遣のお仕事情報」 

 
 調査はインターネットユーザー13,638名に対し実施。そのうち、派遣業務の仕事を検索したことが
ある 5,004名に対して、人材派遣サイトの利用実態についてたずねた。 
 
 その結果、人材派遣サイトの利用経験率は55.6％であり、半数以上は利用経験があることが明ら
かになった。また、人材派遣サイト利用経験者の 56.3％が、仕事を探す際には転職サイトも併用す
ることが明らかになった。 
 
 また、人材派遣サイト利用経験者が選ぶ「最も満足しているサイト」の 1 位は「エン・ジャパン（[en]
派遣のお仕事情報）」（14.1％）であった。 
以下 2位は「リクナビ派遣（7.0％）、3位は「パソナ（パソネット）」（3.8％）となった。 
 「[en]派遣のお仕事情報」に最も満足した理由として、“情報量が多い”、“検索がしやすい”、“定
期的なメールマガジンで新しい情報が得やすい”、“有名で信頼できそう”、“Q&A が親切”、などの
回答が寄せられている。（自由回答） 
 
◆アンケート詳細◆ 
 「人材派遣サイト利用実態調査 2005」  http://www.dims.ne.jp/data/haken/ 
 

＜このリリースに関するお問合せ＞ 
インターワイヤード株式会社 「DIMSDRIVE事務局」   担当：三浦 

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-25-304 
TEL：03-5463-8256  Email：timely@interwired.co.jp 

 



 
■調査項目■ 
＜利用状況＞ 

人材派遣サイトの利用経験 

訪問した人材派遣サイトの認知経路 

サイトの改善点 など 

＜転職サイトの併用状況＞ 

仕事を探す際の転職サイト併用状況 ・ 利用経験のある転職サイト 

＜主要事業者の比較＞. 

認知率 ・ 訪問率 ・ 登録（エントリー）率 ・ 就業経験率 

訪問サイトの印象 

今後の利用意向 

最も満足している人材派遣サイト ・ 最も不満だった人材派遣サイトなど 

 
■調査概要■ 

調査方法 インターネットを利用した市場調査 

調査期間 2005 年 4 月 21 日（水）～4月 28 日（水） 

調査対象者 DIMSDRIVE 保有モニター 13,638 人（うち人材派遣サイト利用経験者：2,781 人） 

 
■属性■ 

年代 Ｎ ％ 

20 歳未満 104 0.8 

20 代 2477 18.2 

30 代 5008 36.7 

40 代 4049 29.7 

50 代 1486 10.9 

60 代以上 514 3.8 

性別 Ｎ ％ 

男性 6262 45.9

女性 7376 54.1

 
 
 
 
■調査対象人材派遣サイト■ 
 （50音順） 

ＩＭＡＧＩＮＥ ＰＬＵＳ アヴァンティスタッフ 

アデコ（アデコキャリアスタッフ） イー・マーキュリー（Find Job！） 

インテリジェンスの人材派遣 インフォスタッフ（テルウェル東日本） 

エン・ジャパン（[en]派遣のお仕事情報） しごと情報ネット 

スタッフサービス（オー人事ネット） ディップ（はたらこねっと） 

テンプスタッフ テンプスタッフ（ジョブチェキ！） 

電通ヒューマンリソース ニチイ学館（カイゴジョブ） 

パーソナル パソナ（パソネット） 

ピープルスタッフ（ジョブストア） ヒューマントラスト 

ヒューマンリソシア フジスタッフ（キャリア・ラボ） 

富士ゼロックスキャリアネット 毎日コミュニケーションズ（毎日派遣ナビ） 

マンパワー・ジャパン（ジョブネット） メイツ 

リクナビ派遣 リクルートスタッフィング 

リス リノススタッフィング 

 
 
 
※）なお、調査結果は別途「人材派遣サイト利用実態調査 2005」という形で報告書にまとめている。 
 「人材派遣サイト利用実態調査 2005」 
  制作・発行： インターワイヤード株式会社 
  判型：  A4版・447ページ   
  発刊：  2005年 6月 



 
＜調査結果要約＞ 

人材派遣サイトの利用経験 ・・・ 55.6％が利用経験あり。「転職サイト」は 56.3％が併用 

派遣業務での仕事を検索した経験がある 5,004名に人材派遣サイトの利用経験をたずねた。 
その結果、利用経験率は 55.6％となり、人材派遣サイトは派遣の仕事を探したことがある人にとって欠
かせない手段になりつつあることが明らかになった。 
年代別の利用経験率をみると、最も多かったのが 20代の 60.4％。その一方で、50代は 38.3％、60
代は 46.7％で半数割れを起こしている。年代によって利用経験率に大きな差があることが分かった。 
 

【Q： あなたは、派遣サイトを利用されたことがありますか？】 N＝5,004 
※）派遣サイト ： 『人材派遣会社が自ら運営するサイト』や『各人材派遣会社の仕事情報を集約したサイト』 

 

38 6.455.6

はい いいえ 分からない （％）

 
 
また、求人情報を集めたサイト「転職サイト」の併用状況をたずねたところ、「利用する」が 56.3％

となり、人材派遣サイト利用経験者の多くが、派遣スタッフの求人に関する情報だけでなく正社員の

求人に関する情報にも目を通していることが分かった。人材派遣サイト利用経験者にとって、正社

員の求人に対するニーズが存在していることがうかがえる結果となった。 
 
【Q：派遣サイトとあわせて「転職サイト」を利用されることはありますか？】 N＝2,781 

 

29.1 14.556.3

利用する 利用しない 分からない （％）

 
 
 

派遣サイト 認知率の１位は「リクナビ派遣」 

「名前を聞いたことがある」という認知率を調査した結果、トップは「リクナビ派遣」の 80.3％だった。 
2004年 4月、「リクナビNEXT」など株式会社リクルートが運営するサイトと、ヤフー株式会社が運営

する「Yahoo!求人情報」が統合され誕生した転職ポータルサイト「Yahoo!リクナビ」。 
その「Yahoo!リクナビ」内で派遣情報を集約しているのがこの「リクナビ派遣」で、リクルートの圧倒的
なブランド力と、国内トップの訪問者数を誇るヤフーのパワーにより認知率トップとなった。 

2位から 4位には、テレビ CMを含めて広告等の露出を行う大手派遣会社が占める結果となった。 
 
 ― 人材派遣サイト 「認知率」 BEST５（N=2,781） ― 

順位 サイト名 ％ 

1 リクナビ派遣   80.3 

2 テンプスタッフ 79 

3 パソナ（パソネット）  73.9 

4 スタッフサービス（オー人事ネット） 72.3 

5 エン・ジャパン（[en]派遣のお仕事情報） 72.2 



利用経験者が選ぶ「最も満足している派遣サイト」1位は「エン・ジャパン」 

数ある人材派遣サイトの中で、人材派遣サイト利用経験者が選んだ「最も満足しているサイト」の 1 位は
「エン・ジャパン（[en]派遣のお仕事情報）」の 14.1％となった。 
同サイトは「情報が豊富そう」「使ってみたい」などの指標で高い評価を得ている。 
2位は、認知率で 1位だった「リクナビ派遣」が位置した。 
 
 ― 最も満足した人材派遣サイト（N=2,527） ―  

順位 サイト名 ％ 

1 エン・ジャパン（[en]派遣のお仕事情報） 14.1 

2 リクナビ派遣   7 

3 パソナ（パソネット）  3.8 

4 リクルートスタッフィング   2.8 

5 テンプスタッフ（ジョブチェキ！）  2.7 

 
 「[en]派遣のお仕事情報」に最も満足した理由として、 

・ 情報量が多い 
・ 検索がしやすい 
・ 定期的なメールマガジンで新しい情報が得やすい 
・ 有名で信頼できそう 
・ Q&Aが親切 
     などの回答が寄せられている。（自由回答） 
 

 

 

 

 

 

 

■DIMSDRIVE■ 

インターワイヤード株式会社が運営する、約 14 万人のモニター会員を対象としたインターネットリサ

ーチサービスです。 

 

■インターワイヤード株式会社■ 

マルチメディア事業部 

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-25-304 

TEL: 03-5463-8256 

FAX: 03-5463-2230 

 
 
 

＜このリリースに関するお問合せ＞ 
インターワイヤード株式会社 「DIMSDRIVE事務局」   担当：三浦 

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-25-304 
TEL：03-5463-8256  Email：timely@interwired.co.jp 

 


