
楽なバイト調査：300人
1. 性別を選択して
ください

2. あなたが経験した中で最も楽なバ
イトは？例：スーパーの品出し、カ
フェ(スタバ)など

3. 楽だった理由

男性 駐車場内の交通誘導員 スーパーの駐車場の入口に待機して駐車場が満車になると入口を封鎖し第二駐車場に案内するだ
け。立ちっぱなしですがバイトでの人間関係や覚える事も無いのでとても楽でした。

男性 プールの監視員 プール内を歩き回って変な人がいないか見回るバイトでしたがいても直接声はかけずに無線で伝え
るだけだったので楽でした。

男性 祭事イベントの商品搬入 百貨店の祭事売り場に、閉店後に家具の搬入をする仕事。多少待ち時間はあるが、作業は実質1時
間程度で4000円と高収入だった。

女性 郵便局の仕分け 年末年始に郵便局でアルバイトをしていました。 

年賀状などの郵便物の仕分けの作業だったので、椅子に座って宛名を見て各家庭ごとに仕分けると
いう作業でした。 

座り仕事だしその時期はまわりも同じくらいの歳の高校生ばかりで、楽しく話しながら作業してい
ました。 

誰に怒られることもないし体力的にもすごく楽なアルバイトでした。
女性 お肉屋 自分のペースでコロッケなどを揚げるだけだったし、潰れた商品を食べさせて貰えたから。
男性 フラワーショップ レジ係 レジの仕事だからです。
女性 郵便局 単純な作業を繰り返すだけなので、すぐに覚えられるし簡単でした。
女性 家庭教師 小学四年生の家庭教師をした。座って勉強を教えるだけなので、体力的に楽だったし、教える内容

も算数で簡単だった。
女性 イベントで、入り口にてチケットを

確認し、限定枚数のTシャツ販売す
るバイト

知り合いに頼まれて、ライブハウスの入り口でチケットを確認や物販のアルバイトをしました。開
演になり、お客さんが入場したあとは、入り口付近に立って、遅れて入ってくるお客さんの対応を
し、Tシャツを50枚ほど売るだけで、実質労働時間は1時間くらいで、1万円ももらえました。 

50枚のTシャツもあっという間に売れたし、開演時間以降はほぼお客さんは来ないし、タダでイベ
ントも見ることができて、こんな楽なバイトは他にないなと思いました。

女性 部品作成工場のシール貼り ラインで流れてくる部品にシールを貼る仕事。単調な仕事は苦ではなかったので、楽だった。
男性 飲食店（スシロー） フライヤーというより揚げ物を調理するポジションを担当していたのですが、オーダーがあまり入

らないだけでなく同じポジションに複数人いるためほとんどただ立っているだけであったため
女性 スーパーの試食販売 フルーツをお客さんに味見をしてもらう試食販売だったので、ノルマもなく楽しんで仕事ができた

ので、とても楽でした。
男性 清掃の仕事 いろんな場所を清掃するのが楽しいからです。
男性 しまむら 田舎すぎて人があまり来ない上にバイトはレジしかしてはいけないためお客さんがいないとただ立

っているだけだから
女性 交通量調査 3人1組でローテーションしてイスに座り、車の台数をカウントするだけだったから。
女性 郵便局の仕分け ハガキの住所を見て、番地ごとに振り分ける仕事だったのでとても楽でした。
女性 郵便局の年賀状仕分け作業 3時間で年賀状を住所別に仕分けをするだけだったから。
男性 パン屋の接客 お客さんに笑顔で挨拶したり、お客さんと話したりするのが楽しいからです。
男性 ビラ配り ノルマの枚数を渡すだけなので、無理矢理2枚ずつ渡して、効率を上げたから
女性 居酒屋の接待 食べ物を運ぶだけだったから
女性 派遣先でいった運送会社の事務作業 事務作業で行ったが、荷受や簡単な書類の整理だけだったので。
女性 卒業アルバム作り（製本） 工場で座りながら本の表紙に折り目をつけたりする仕事が多く、冬場に座りながら暖かい部屋での

作業だったのでとても楽でした。ノルマなどももちろんなく、時給も1分単位で工場長が毎日おやつ
も買ってきてくれたのでおやつ付きでした。私の中では一番楽だったバイトです。

男性 コンビニの深夜バイト 客数も少なく、当時は賞味期限間近の商品をよく頂けたので、お得なうえに楽なバイトでした。
女性 コンビニ店員 商品補充やレジのみで楽でした。
女性 旅行会社の事務職 ほぼコピーを取るだけで済み、同じ部署の方と会話することもほとんどありませんので、人間関係

が楽です。
男性 カラオケ屋の店員 9時から17時までお客さんがほとんど来なかった。一日一組しか来ない日もあった。
女性 エアロビ、英会話スクールの受付 会員証にハンコを押したり、電話を繋いだりするだけで、暇なときは何をしていても良いという仕

事でした。
女性 アンケートにこたえてお金がもらえ

る。
すごい短い時間でおかねがてにはいった。特に面倒くさいそともなかった。

男性 ビラ配り 混んでいない通りならば、相手に笑顔を見せて親近感を示せれば、そこそこ受け取ってもらえるた
めです。
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女性 クリニックのファイリング 顧客の名前とすでに作ってあるファイルを一緒にしアルファベット順に並べて行くだけの単調な作
業でしたが、ゲームの様な感覚でしたので楽しく、お陰でミスも出ずに相手側からも喜ばれまし
た。

女性 チャットレディ 現在も、チャットレディをしているのですが職場の人間関係がないですし、ずっと座りっぱなしで
初心者でも早く覚えられます。 

また、私のように正社員でも副業として取り組むことができます。 

ただ、報酬は歩合制ですので人によって稼ぎが大きく違います。
女性 交通量を調べる 座ってひたすら車の台数をカウントするだけで楽でした
男性 文房具屋 お客さんに文房具の案内をして楽しかったからです。
男性 コンビニの深夜バイト 客が少なくて掃除や廃棄商品のチェックがメインだからです。
女性 祭りの屋台でのバイト くじ引きの屋台でしたので、来るのはほとんど小さい子供でした。お金貰ってくじ引いてもらい出

た等数で玩具を選んでもらうだけ。約5時間の労働で日当1万もらえました。また機会があればお手
伝いしたいものです。

女性 工場 シールを貼る作業だけだったからです
男性 ピザの宅配 他の人が作ったピザを持っていくだけで時間もすぐにすぎたから
女性 自動車販売店 イベントのお手伝いで子どもと遊んだだけだったからです。
男性 食品センターでの店舗別仕訳 作業自体が複雑でなく行き先別に書かれた店舗名のラックに必要な数だけ各食品を投入すると言う

頭を使わない内容。
男性 レストランの注文をとる係 注文をとるだけだからです。
女性 CDショップ 新譜販売日は水曜日と決まっていたので、他の曜日は比較的楽。同世代しかバイトにはおらず、お

しゃべりしながら仕事ができてサークルの延長みたいであっという間に時間がたった。仕事内容や
覚えることも少なく、服装やメイクも比較的自由。流行りの音楽がいつも流れていてそれもよかっ
た。、

女性 球場の売店 チェンジのタイミングしかお客さん来ないし、客足も少ない球場だったから。
女性 お饅頭屋さん 接客はすることなく、ひたすら串に団子をさし三色団子を作り続ける簡単作業です。
女性 カフェでのピアノ演奏 私は音楽大学に通っている生徒でしたので、ピアノを弾くだけでお金が貰えるなんてなんの苦労も

しないし、逆にバイトが楽しくて楽しくて仕方がなかったです。しかもカフェの雰囲気に合った演
奏なので、激しい曲ではなく、ゆったりとした落ち着いた曲を弾くのでさほど指や腕は痛くならな
いし、演奏し終わるとお客さんから拍手まで貰えてしまうのです。こんな楽で楽しいバイトなんて
どこにもないと思います。間違えてもお客さんは気にも留めていない状況ですし、店長からは雰囲
気だけ作ってくれればそれでいいよとの事でしたので、ミスをしてしまっても怒られることもあり
ません。音楽大学の学生としての勉強や練習にもなってクレームもほとんどこないアルバイトでし
たので色々なバイトをやってきた中で一番楽でした。

女性 靴の修理屋の受付 受付の仕事だったので特別な作業はせず、お客様から品物を預かり名前を書いてもらうだけ。 

簡単な作業はあったものの、ノリを塗るとかハサミで型を切るとか、そういった誰でも出来る作業
のみでした。 

従業員も全部で3人で人間関係も楽で、勤務時間も週2日で10時～15時までで本当に楽しいバイト
でした。

女性 映画館 券をもぎるのと、周辺清掃だけだったので。
女性 交通量調査 ずっと座っていて、数を数えればいいだけだし、日払いでバイト代が貰えたから。
女性 パチンコ屋さんのホールスタッフ 平日の日中のみ働いていました。地元密着型の、昔からあるパチンコ屋さんで、お客さんもほとん

ど来ず、掃除がメインでした。フロアに出ても、お客さんはほとんどいないので、ぼーっと突っ立
って時間を潰している感じでとっても暇で楽なバイトでした。

女性 模試の監督 ただ、プリントを配り試験中はぼっーと座っていればよかったし、時給単価も非常によかったか
ら。

女性 パン屋の接客 それほどお客さんの多い店ではなく、レジ、パンの品出し、トレイ拭きの単調な作業の繰り返し
で、余った時間は周りのスタッフとおしゃべりをしていました。

女性 パン屋の販売員 小さなお店の一人出勤だったので、気を使わずのびのびできました。
男性 大学説明会の案内 配置された場所に立って『会場はこちらです』というだけでお弁当も支給されたから
女性 試験監督 開始時間と終了時間さえ守ればいいから。
女性 派遣(学会受付) 五時間勤務で時給が1200円でした。大学のバイトなので、周りは知ってる人が多くて、ボランティ

アをしてる感覚で楽に楽しくバイトができました。
女性 営業事務で書類制作 メールで送られてきた内容をエクセルで1ページにまとめる作業でしたが、閑散期もあり、1日1件

だけの日や、パソコンに向かって、ぼーっと時間を潰すことが多く、とても楽でした。
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イトは？例：スーパーの品出し、カ
フェ(スタバ)など

3. 楽だった理由
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女性 婚活パーティーの運営スタッフ やる内容、パーティーの流れが分かると、あとはスケジュール通りにパーティーを進めていくだけ
だから。

女性 健康診断の計測員 健康診断を受ける人の腹囲を計測するバイトでした。腹囲は年齢が上の人しか計測しないため、人
数が少ない上に、1日2時間ほどで終わり、日当が5,000円だったので楽でした。

男性 レンタルビデオ店の店員 個人商店で人通りが少ない場所にあり1日を通して殆どお客さんもこなくて、暇な時間はずっと映画
を見れたから。

男性 カフェで料理を運ぶ係 料理を運ぶだけだからです。
女性 コンサートのCD販売 グッズ販売ほど混まないし、商品はバーコードスキャンで自動で値段が出るやつだったから楽だっ

た。
男性 セルフスタンド 監視員 主な作業はお客さんの給油に合わせて座ってボタン押すだけです。後は適度に掃除するだけで、自

分一人しかいないので気を使うこともありません。自由に時間をつかえます。
女性 スーパーの品出し 夜、旦那が帰ってきてから子供を見ててもらって3時間くらいのバイトで、黙々と品出しやお惣菜の

半額シール貼りが楽でした。
男性 街中でのチラシの配布 配る枚数は決まっていて、配り終わったらその日の仕事は終わりになったからです。
女性 個人経営の居酒屋 個人経営というのもあり、特に厳しいルールなどがなかったので気楽に働くことが出来ました。お

客さんも友達のように皆話しかけてくるので、楽しくバイトが出来ます。主に接客、提供、洗い物
を担当しました。

女性 ドームの掃除のバイト エリア内をチームに分かれて掃き掃除や拭き掃除。まだ新しい施設なので、そこまで汚れてなくて
楽だった。

女性 お祭りのテキ屋(出店) それぞれの店によって仕事内容やきつさは違うが、私がお世話になったところはとてもゆるく、女
の子は力仕事はあまりしなくてよかった。 

お客さんが来ない時はおしゃべり自由。割と融通もきき、お給料もよかった。
女性 ペットショップ店員 中学卒業し２年間トリマーの専門学校に通い、卒業後ペットショップでバイトをしたが、犬や猫の

生態管理やトリミングを出来るかと思ったら、バイトしていた２年間ずっと爬虫類の世話。爬虫類
は動きも早くなく掃除なども楽だった。

男性 道路掃除 掃除は五人一組で国道を掃除ほぼゴミ拾いで1kmほどほぼ歩くだけで3時間6500円一応移動と休憩
が3時間で6時間の仕事時間ですごく楽だった印象がある。

女性 旅行会社のカウンター業務 経験のある仕事なので、難なく仕事をこなすことができたし、アルバイトで責任がなかったので、
気楽にリラックスして働けました。

女性 イベント会場でチラシを配る仕事 ただチラシを配るだけでよかったので楽でした。
女性 ほっともっと お弁当屋さんのレジ 立ち仕事だったけどずっとレジだしあとはお弁当を袋に詰めて短い距離歩いて渡すだけだったので

楽でした。
女性 プールの監視員 町のプールの受付のバイトだったのだが、受付に社員２人とバイト1人の組み合わせだったので、社

員が全部やってくれていたので見てるだけだったから楽だった。
女性 ボーリング場の従業員 お客様が少なく、やらなくてはいけないことも少なかったから従業員の人とずっと喋っていたから
女性 婚活イベントの受付 知り合いのつてで始めた、婚活イベントやパーティーの受付のアルバイトだったのですが、参加者

がだいたい揃えばそのあとは好きなように飲食してOKで、さらに１回2時間くらいの参加で5000
円くらい貰えていた為、とても楽なバイトでした。

女性 広報の入紙作業 椅子に座って同じ作業の繰り返しだったから
女性 塾の採点 ほとんど座ってるだけだったから。
女性 模試の試験監督バイト 試験の種類にもよるかもしれませんが、基本的に問題用紙や解答用紙を配ったり、回収したり、試

験中は、カンニングしてないか見回るぐらいなので特別なスキルも必要なく単純作業なので肉体的
にも凄く楽なバイトだと思います。

女性 スーパーの夜間レジ 田舎のスーパーの、夜間(７時～10時)だった事もあり、お客さんも少なめでした。
男性 伝票のデータ入力 手書きの注文用紙を見ながら入力するだけの仕事だったため。
女性 喫茶店 頼まれた物を運ぶだけだったので、とても楽でした。 

１日に来るお客様も少かった。
女性 中学生の模試の採点 採点する答案をもらった後は、友人と2人1組になり採点をしました。自分が採点したものを友人が

再度採点し、友人が採点したものは自分が再度採点し、ミスのないようにしました。採点をする場
所は家でできたので、移動も無く、楽でした。

女性 データ入力 そんなにタイピングが早くなかったのにかなり早いと言われ、かなりのんびり入力しても評価して
もらえた。

男性 スーパー 商品をの品だしが楽だったからです。
女性 市バスの乗降車する人数調査 バスの座席に座ったままカウントするだけだったから。
男性 コンビニ 商品の値段を確認するだけだからです。
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男性 スポーツ用品店での見張り スポーツ用品店で、ずっと立って置くだけでお金がもらえました。特に、何もせずにそこにずっと
立っていただけでした

女性 家電量販店チェーンでのイベントコ
ンパニオン

浴衣を着てニコニコして立っているだけでよかったので

女性 パン屋のバイト 夜はバイトだけしかいなかったので、楽でした。パンも食べ放題でした。
男性 本屋 返却した本を元の本棚に返すだけだからです。
女性 タイルの加工 カラータイルをハンマーでどんどん割るだけの仕事だったから。
女性 スーパーの早朝バイト(品出し)、ビア

ガーデン(ホールスタッフ)
スーパーの早朝バイトは、早朝という事もあり時給が高かった。しかし、品出し作業は慣れるまで
時間がかかる事、また、個人作業という事もあり、朝から働く憂鬱さはあったが、あまり人と話す
ことなく、自分のペースで作業ができた。その点は、今まで経験してきたカフェ店でのバイトより
楽だった。 

2017年の夏にビアガーデンのバイトをしたが、その夏は、稀にみる、雨ばかり降る夏だった。その
ため、営業準備等をするが、雨が降り、数時間待機した結果、営業中止という事が多くあった。待
機している間は、ケータイをいじったり、みんなで話したりと遊ぶことが出来た。また、人の入り
が悪い時間帯は暇な時間なので、早い時間のシフトは特に楽だった。

女性 結婚式場での、終わったあとのかた
ずけ

その時流行っていた音楽をガンガンかけて、一気にかたずけるので、とても楽しかった。

女性 スーパーレジ打ち スーパーで働く前にコンビニでバイトをしたことがありレジ打ちは得意になってたので楽だった
女性 データ入力の仕事 仕事のボリュームが少ない時は休憩していても大丈夫で、休憩室でしゃべっているだけでバイト代

がもらえた。
女性 試験監督 たまに巡回するだけで、ずっと座っていたらよいだけだったので楽でした。
男性 家庭教師 体力を使わず、短時間で済むため楽でした。生徒さんの相性が良ければベストと思います。
男性 ゲームソフト販売店の店員 平日は客が10人も来ない中、座ってひたすらゲームし店番をしてました。 

27年前の話ですが、それで時給1200円は笑いが止まりませんでした。
女性 スーパーの品出し・割り引きシール

張り
小さいスーパーだったので楽でした。

女性 郵便局の年賀状仕分け 年賀状の仕分けの単純作業だったから。
女性 免許切替時のアンケート依頼 免許切り替えの講習の帰りにアンケートをお願いするのですが、その講習が午前と午後しかなく、

アンケートをお願いするのが一日の勤務で2回だけだったのです。講習中やアンケートを回収したあ
とは集計をしましたが、すぐに終えることができたためその後はおしゃべりを楽しんだりして時間
を潰しました。短期のバイトではありますが、バイト料も結構もらえて楽できたバイトでした。

女性 バスの乗り降りの調査 ただ、二人一組でバスにずっと乗って、乗り口でそのバス停の紙を乗客に渡して、降り口で乗客か
ら回収するだけだから楽でした。 

今はやってないかもしれませんが、乗客がどのバス停から乗り、どのバス停で降りるのを調べるた
めの調査でした。

女性 大学の図書館 夜だったのでほとんど学生が帰ってて人が来ないため
女性 工場での製品つくり 高度なことは職員さんがやって、アルバイトの人はひたすら単純作業で頭を使わずにできたからで

す。
女性 プールの救護室 ほとんど利用者がいません。１日に数人。しかも転んで擦りむいたとか、鼻血が出たという子ばか

り。消毒をしてカットバンを貼ったり、ティッシュを提供してしばらく様子を見るだけのバイトで
した。

女性 カラオケ 建前上は接客業なんですが接客する場面はほとんどなく、大概がドリンクを一、二個運ぶ程度の業
務内容でした。 

月の半ば(会社員の給料日前)はびっくりするほどやることがなくて、同僚と一緒に携帯いじってま
した。

女性 郵便局の年賀状仕分け 大変だった、という人もいるが、接客が苦手な私にはもくもく作業でよかった。 

覚えることも少なく、すぐに作業できる。 

職員さんもよそのバイト（例えば飲食とか）より親切でいい人が多いと思う。
女性 プールの受付 仕事内容が難しくないのでとても楽でした。 

雨の日はほとんど人が来なくて仕事がなく、忙しい日でも常に忙しいという状況はないため。
男性 中古車販売店のバイト 個人事業主さんで小規模の中古車販売店だったので、お客さんがほとんど来ない、毎日きれいな状

態の車を少し磨く程度だった。
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女性 倉庫で商品の検品 可愛いぬいぐるみなどの商品をただ取り出して、綺麗な物かどうか順番に並べて行ったり、ぬいぐ
るみをただ袋に入れていくだけの仕事だったので、楽でした。

女性 ナゴヤドームでのドラゴンズグッズ
の販売

短い時間で、和気あいあいとお客さんや店の人たちと楽しくドラゴンズのことを話しながら、グッ
ズを売るだけで時給１２００円もらえて楽でした。

女性 お弁当屋さん 御飯時以外は忙しくない。御飯時でも忙しさはしれていたので楽なのにバイト代をもらえて最高の
バイトでささた。あと間違って揚げてしまったものは一定時間保温して置いておきますが、越える
と破棄でもったいないので食べていました。

男性 バッティングセンターのアルバイト バッティングセンターのアルバイトは大学生の時に3年間していました。夕方17時から21時までの
短時間だったのですが、お客様のボールのコースを変えるだけの簡単なアルバイトで座って操作す
るので大変楽なアルバイトでした。

男性 テストの監視係 学校のテストの監視のバイトでボケっとしていて高収入でした。
男性 商品レビュー 都内で行われた現在販売されているビールをコップ3分の1程度の量を飲み、それに関するレビュー

を書くという仕事でした。 

よくビールに書いてある「のどごしさわやか」「コク・キレ」「○人がのどごしに満足した！」み
たいなキャッチセールスを書くためだと思われます。 

また、商品の満足度や商品に想定していたセールス文句を感じているかを調べるものだったと思い
ます。 

ビールを約３缶分程度飲むだけで5000円の謝礼を頂きました。
女性 正月限定巫女さんのバイト 三が日限定、暇ならそのまま1週間は人手不足なのでやらさてもらえるバイトでした。忙しいといえ

ば忙しいのかもしれませんが、お守りを売ったり参拝客をお祓い場まで案内したり、誰でもできる
ことしか任されないですし、休憩も多くお昼ご飯におやつも出ました。それで時給1000円か1200
円くらい。なかなか着れない巫女服も着れたし、楽しかったです。

女性 倉庫での値札付け 布団が入ったビニールケースに、タグ付け用ガンで値札をひたすらつけていくだけのバイトです。巨
大な倉庫に大量の布団が保管されていて、頭を使うことなくただただガンでバシッとするだけ、作
業は自分ともう一人のみで誰の監視もなくせかされることがなく気楽で、時間が来たら終わりでノ
ルマなしでした。

女性 くもんの採点 ひたすら採点をつける単純作業だから。コツコツするのが好きだったので楽チンだった。
女性 スーパーのお中元包装 注文が入り商品を包装していくスタイルでしたので、注文が無いときはやることもなく1日なにもす

ることがない日もありました。
男性 古書店 来客が少なかったので応対が楽だったから。
女性 倉庫の作業 私自身、接客が苦手でしなくて済んだので
男性 ポスティング 体力も付くし、あまり人と接しなくて真面目にさえやれば気楽でした。
女性 巫女のバイト(大晦日の夜、二年参り

に来る人達に御神酒を振る舞う))
夜の11時から2時くらいまでの約3時間、大晦日から元日にかけて、神社にお参りに来る人に御神酒
を振る舞うだけだったので、特に経験も要らず、人が差し出してくる盃にお酒を注ぐだけだったの
で簡単でした。身につけているものが巫女さんの衣装と草履と足袋だけだったので寒かったです
が、3時間で3000円もらえたので計算すると時給1000円。楽にお金をいただけました。

女性 アイスクリーム屋 アイスをコーンやカップに盛り付け提供するだけだから。
女性 塾で行われる模試の監視のアルバイ

ト
生徒の動向を監視することが主な仕事になるので、会話をすることもほとんどなく手持無沙汰には
なりますが、比較的楽にできるのが印象的でした。模試の時間が決められているので残業もほとん
どないので、続けやすいアルバイトだと思います。

女性 ティッシュ配り ティッシュを配るだけだったのでとても楽でした。
女性 電機メーカーの展示会スタッフ ガラガラ抽選の係だったので、お客さんが来た時だけ対応して、後は座ってるだけで良かったか

ら。
女性 派遣で行った鶏肉のパック詰め作業 今日やる事がきちんと決まっていて、やる作業が終わると仕事も終わるのでダラダラせずにバイト

が終わるのが楽でした。
男性 パチンコ屋 空いている店舗だったので、ほぼ歩いてるだけだから。
女性 お歳暮の荷札に地域番号を書くバイ

ト
派遣の短期バイトでしたが、週1～2回夜2時間くらいで月3,4万くらいもらえました。作業も住所番
号一覧から荷札の住所を探し、番号を記入するだけでした。そんなに数もなく時間をつぶす日もあ
りました。

女性 ピアノ販売店の店番 暇だった。お客さんが少なく、１日に一人も来ないこともあった。また、基本的に独りでいること
が多く気分的にも楽だった。自由に本を読んだりピアノを弾いたりして過ごしていた。

女性 スーパーで試飲係 子供たちが寄ってきてくれるので 

ジュースを配ってお母さんに商品を勧める簡単な仕事でした。
男性 スポーツジム プールやジムの監視員は立ってるだけだったり、お客さんと話してるだけで良かったから、
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女性 郵便物の仕分け作業 ２時間だけの仕事だったがもし早く終わったら早く帰ることができる。重労働はなくただ郵便物を
仕分けるだけだったのでその日の同じシフト仲間と話しながら楽しくできた。社員もとても優しく
てとても居心地のよい環境だった。

女性 通信会社のデータ入力 室内で自分のペースで仕事ができるためです。時給も高く、拘束時間も短いため、週3日だけでもか
なり稼げました。

女性 ティッシュ配り 全然もらってくれないと聞きましたが、意外とみんなもらってくれたので、4時間勤務が2時間で配
り終わったからです。

女性 100円雑貨店の棚卸しバイト ある時、一枚の張り紙がスーパーマーケットの出入口に貼ってありました。時給800円で棚卸しの
仕事(数名募集)の内容でした。 

そこは、某スーパーマーケットのテナントとして100円SHOPが入っており、私は丁度その時仕事に
ついておらず、主婦をしていたので、くいつきました。 

以前は、時給が600円台でレストランのウエイトレスの仕事をしていたこともあり、接客の苦労に
比べると条件が良かったからです。 

ただ 

棚卸しで細かい商品を数えるのに、手動式のカウンターだったため、目と指が疲れましたが。
女性 企業のパーティーの受付 ただ笑って、受付カウンターに立っているだけだから。
男性 イベントの警備員 深夜のバイトだったけど、ずっと立っていて、3時間ごとの休憩で弁当が無料で食べられたから
女性 ケーキ販売 人間関係に始まり、そんなにお客様が来なかった点、来ても、変なお客様だったり、面倒なかたが

いなくて、比較的品のいいお客様が多かったためです。
女性 ピッキング あまり頭を使わずに淡々とできたから
男性 引っ越し作業 登録制のバイトで引っ越し作業の手伝いをしにいったのですが、近場への引っ越し、人数が多かっ

たので撤収組と移動先にチーム分けし且つ自分は未経験だったのでエレベーターでの荷物受け取り
と下ろし担当、結果予定の半分の時間で終了。と肉体的にも拘束時間的にも楽なバイトでした。

女性 某ブランドのファミリーセールの受
付

招待状の確認をするだけの作業で、時給1000円だったから。

女性 大手商社でのパンフレット作り 10枚程度のチラシを順番に重ねていくだけの、とても簡単な仕事だったのに、社員さんに「疲れて
ないですか？」と言われたから。

男性 近所のスーパーの品出し ただ「いらっしゃいませ。」と言いながら、商品を棚に並べるだけの仕事だったので。
女性 スーパーの試食販売 その試食販売は、事前の立替がなかったので金銭面でもよかったのと、食べる数が少なくても特に

数字を言われる事もなかったので、ゆるゆるな試食販売でした。以上の理由から今までで1番楽でし
た。

女性 スーパーの精肉の品だし 接客などなく、ただ黙々と品だしをするだけだったので楽でした。精肉なので、重たい荷物もあり
ませんでした。

女性 派遣のバイトでティッシュ配りの仕
事

ティッシュを配る仕事でした。 

ティッシュのノルマはありましたが、慣れれば1日同じ作業をするだけなので楽でした。
男性 明太子工場の夏のバイト 最初にDMを詰める作業と、商品の発送の作業だが、クーラーの効いた室内で座ったままでの作

業。しかも1日の量も決まっていたのでとても楽だった。お中元の時期だけの短期間、高時給のバイ
トだった。

女性 レジャー施設接客 特に施設の呼び込みも要らず入り口に立ってるだけなのでめちゃくちゃ楽です。お客さんに何か聞
かれたら答えるくらいの楽ちん業務です。

女性 予備校の試験監督 基本的に座っているだけでいいし、受験生から質問されることはめったにないので。
男性 運動会が行われている小学校での、

カキ氷売りのバイト
1日で日当1万円で、稼働時間は5時間程度でした。カキ氷を製造する機械のボタンを押して容器に
氷を入れ、氷の上にシロップをかけ、また氷を入れるだけの繰り返しでしたのでとっても楽なバイ
トでした。

男性 駅から離れた場所にあるコンビニ 深夜の時間帯で勤務していたため客足がほとんど無かったため。
女性 選挙の電話 けっこうそっけない人もいるかと思いましたが電話すると頑張ってくださいなど言われることも多

かったです。 

また、お昼も選挙事務所持ちでよかったです。
女性 整骨院の受付 オープニングだったので、そんなに忙しくなくバタバタする事がなかった。
女性 コインランドリーの掃除 決まった時間内に行って、コインランドリーのお店の掃除と機械の中の掃除とゴミ捨てをすればよ

かったので楽でした。
女性 コールセンター 基本ずっと座ったまま電話や事務作業をするだけで、ほとんどクレームなどもなかったから。
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女性 チャットレディ スマホのカメラ越しにおしゃべりするだけで高収入だったから。画面越しに一緒にお酒を飲むだけ
のこともあった。

女性 食品工場で飴の検品 個包装された飴の検品で、欠けていたり、双子(2個入っていること)だったりするものが無いかの確
認でした。座ってできる仕事でしたし、不良品で食べられる飴をもらって帰っても良かったので、
お得でした。

女性 コンサートホールのドアマン ドアの前に立って時々開け閉めするだけだったから。
男性 スポーツイベントの場内案内 会場によってまちまちですが、バイトの人数が多いいため、お客さんを入れてしまえば後は立って

いるか座っているだけで良いので楽でした。特にお客さん側ではない裏方のポジションだと更に楽
でした。ほとんど座っているだけです。

女性 本屋さんの棚卸し 二人一組になって、一人本の番号を読み上げ、もう一人は専用の電卓のような機械に打ち込むだけ
で、作業は簡単です。重労働でもなかったので、一番頭を使わず、楽なバイトでした。

男性 祭りの屋台 あまり人気のないお店だったのであまり作業もなく日当が12000円だったからです。
女性 スポーツ用品のセール会場の販売補

助
担当になったブースに社員さんと一緒に立ちながら、目の前の商品をお勧めして接客をするだけの
バイトでした。(お客様にこれ欲しいと言われたら品出しをするくらい) 

お弁当も出たしいいバイトでした。
女性 webデザイン 田舎の会社なので技術が遅れていてずっと都会で働いていた自分は楽勝だった。1時間で仕事が終わ

り残りはずっとネットをしていた。
女性 葬儀・法事中のご自宅の留守番 ほぼ、することはない。 

　たまに、訪ねてくる弔問の方を仏間に案内する、宅配の方の引き取り、電話があれば、事情を話
して用向きと御名前を伺ってメモ残すだけ 

　これで、6時間で5000円。 

　立ち入りOKの場所以外動かなくてもよいしらくでした
女性 ポスティング 配るだけなので楽でした
女性 ホステス もともと向いていたのかも知れませんが、お客様とお酒をのんでお話するだけのバイトでした。 

連絡先交換をして営業っぽい事もしたけど、すっごく頑張らなくても皆様コンスタントに来てくれ
たし、何より時給が良くて日払いしてもらえるのが有難かったです。 

不向きな人もいらっしゃると思いますが、ちょっとだけお小遣いが欲しい時には体験入店だけして
みてもいかがかと思います。 

私は体入だけで1万5千円もらいました。
女性 競輪場での受付及び雑用 開場してすぐチケット売りを短時間で一気にさばき、その作業が済んだ後は、場内観覧席で文具品

の手入れ及びドリンク補充のみでした。 

休憩は３０～４０分おきに１５分ほどとることができ、休憩中はドリンク飲み放題でした。
女性 鈴鹿8耐レースの荷物預かり 鈴鹿8時間耐久レースでの観客の荷物預かり所のバイトでしたが、レース前後に荷物を預けに来るお

客様ばかりがほとんどだったので、レース中の8時間はほぼ自由に過ごせ、バイト代をもらいながら
レースを観戦することもできました。

男性 交通量調査 椅子に座ってカチカチ2時間、休み1時間の繰り返しで楽過ぎた
女性 イベントスタッフ 二時間働いて30分休憩が繰り返し続いて交通費でて給料もまあまあ良かったから。
女性 コンビニのレジ打ち 一時的に混雑する時間帯もありますが、お客さんがいない時間も多く、品出しをするなどしながら

自分のペースで働くことができました。お店もそれほど広くないので、品出しする商品の量もそれ
ほど多くはないので体力的にも楽でした。

女性 レストラン ホールスタッフの子がバッシングしてきた食器をひたすら仕分けするだけのバイトで座りながらで
きました。

女性 スーパーのお惣菜コーナーのお惣菜
詰め

ただパックにできたお惣菜を詰めるだけだったから。

男性 交通量調査 何よりも動かないので体力的に楽だった
女性 年賀状の仕分け 単純な作業を繰り返すだけなので、すぐ覚えられたからです。
女性 社宅のプールの監視員 某企業の社宅のプールの監視員だったのですが、ほぼ誰も来ないので自分がプールに入って泳いだ

り！！ 

差し入れのアイスやジュースを飲み放題食べ放題！！
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女性 オートレース場のプラカード持ち オートレース場の中(室内)を「マークシートの書き方が分からない方は声をかけてください」という
プラカードを掲げながら歩き回るだけのバイトです。 

マークシートの書き方が分からない方は少なく、プラカードも軽かったので、ただプラプラと歩い
ているだけで日給がもらえて楽でした。 

レース場のチケットチェック(入口)も楽でしたが、天候によっては寒かったり暑かったりもあったの
で、プラカードもちが一番楽でした。

男性 TOEIC試験監督 廊下で遅れてくる人がいないかどうか椅子に座りながら見ているだけ
男性 コンサート会場の案内 立ち仕事で、座席や会場内の案内が中心ですが金銭を扱う事が無くプレッシャーが少ないです。
女性 スナックのバイト 田舎のスナックで、メインのが週末しか出勤できないので、その子の代わりに平日だけの出勤でお

客さんもあまり来ないので喋ってお菓子食べて4時間程度で時給1000円以上だった。
女性 レンタルコートの受付 コートの利用料金が高めだったので利用客がほとんどなく電話での問い合わせもあまりなかった為
女性 交通警備員 日給で一律8000円でしたが、いつも午前中の3時間ほどで終わる現場に派遣されていたので、とて

も楽でした。たまーにお昼をまたがる時は、その現場の親方が気前の良い人だったので、お弁当代
も出していただけ、とても楽で美味しいバイトでした。

女性 イベントスタッフ 基本的な仕事はお客さんが遊んでいるところの監視なので、もちろん危なくないように気をつけな
ければならないのですが、基本は見てるだけなので楽でした。

女性 ETC販売の案内 ノルマもなく、声かけもする必要もなく、ETCの説明をするだけで買う買わないはお客様次第だっ
たから。

男性 ビンの検品 コンベアから流れてくるビンに傷などがないかチェックするだけだったから。
女性 予備校のチラシ配り 合格率の低い検定試験日当日に試験会場にて、試験前には「試験予想問題＋予備校の案内」を渡

し、試験後には「予備校の案内」を渡すだけの作業だったため、勧誘や必要以上の声掛けもなく楽
だった。

男性 モニター監視 何か起こればモニターをみたり責任が出てくるが何もおこらなければコーヒー片手に座っているだ
けで良い。しかも時給が高い。楽でもうかりました。

女性 居酒屋のホール 家族経営ってのもあってとても賑やかで楽しかったです。 

楽だった理由は一通り覚えるとそれ以外のことはないので例えばお酒の入れ方やお皿の出し方など 

本当にとても楽でした
女性 チケットもぎり ただ立ってチケットを確認してもぎるだけだから。
女性 スーパーのレジ 立っているだけであまり動き回らなくて良いから楽だった。時間が経つのが早く感じたから。
男性 イオンスーパーでの品出し 大学時代4年間、週4日で働いていたのですが、品出しをして接客をするだけだったので楽でした。 

何より、上記の期間ずっと働いてたので有給休暇も取れたので学生にもかかわらず働かずに給料を
もらえていたことが楽に思えた理由です。

女性 スーパーの試食のバイト 色々なスーパーに1人で行くので人間関係の悩みもなく、1人で気楽に出来た。
男性 スーパーの商品補充 あまりお客さんがこなかったから。
男性 工場 同じことの繰り返しだから
男性 交通量調査のバイト 交差点に座ってひたすらカウンターを打っているだけだったから。人間関係とか皆無なので。
女性 家電展示会での出店担当者の呼出し 20店舗くらいの家電店参加の展示会。受付でお客様が持参した招待券を受け取り、発行元の電気店

を放送で呼び出します。「〇〇電気店さん、○○様がお越しです。」と放送します。座ってできる
し、お客様が多いわけでもないので、楽でした。

女性 屋台のバイト かき氷屋台のバイトだったが、とにかく簡単。口うるさく指示される事もなく、氷の量やシロップ
の量も特に決まり事もなく自分の好きな様に適当に作ってオッケーだった。暇な時はタバコ吸って
もオッケーだしかき氷も食べ放題だった。

男性 アミューズメント施設 自分が楽しいと思えたのでそこまでつらくなく楽でした。

1. 性別を選択して
ください

2. あなたが経験した中で最も楽なバ
イトは？例：スーパーの品出し、カ
フェ(スタバ)など

3. 楽だった理由
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女性 スーパーのレジ打ち 初めまして、こんにちは、よろしくお願いします。 

とくに難しいことはなく、お客様が持ってくる商品をスキャナーに通していくだけなので簡単で楽
な作業といえます。一ヶ月から三ケ月慣れてくればスムーズに処理ができるので、忙しくても正確に
こなしていけば問題はないです。 

返品処理・返金処理・金券処理やクレジット処理などすべての処理がレジの機械に設定してあるの
で、画面に表示されてる文章を読んでいけば迷うこともなく処理ができました。 

ジャンコードも覚えてしまえば作業時間がいくらか短縮化できるので極めていくと素早く接客対
応・業務ができます。 

長時間のレジ業務で腕が腱鞘炎になることもあるので、注意が必要ではありますが、定期的にメン
テナンスすれば腱鞘炎も防げるので、慣れてしまえば楽ですね。

男性 個人塾の講師 塾長が作成したテキストを子どもたちが解き、講師は子どもたちの間を回って、質問を受けたり、
詰まっている子どもの手助けをしたりという仕事だったのですが、特に準備は不要で、うろうろし
ながら教えれば良いだけだったので、とても楽でした。塾長とはもともと個人的に知り合いだった
こともあり、シフトなども融通が利いたのもありがたかったです。

女性 工場の検品 私服で仕事できたのと、おじさんやおばさんが可愛がってくれたから楽でした。
女性 郵便局の特設販売。 空港内の目立たない隅っこで、記念切手の販売だったのでお客さんが少なかった。 

お客さんが来るまで座って待ってるだけでした。
男性 バッティングセンター受付 お客様は自動販売機でコインを買ってあとは自由にプレイするだけなのでこちらはボールを集める

だけで暇な時はテレビを見れたから
女性 市会議員の事務所の補佐のバイト 主な仕事が荷物の受け取りで、留守番してるだけで良かったので楽でした。
男性 チラシ配り（ユ〇クロ） 指定された枚数を郵便ポストに投函すればよいという内容であったから。
女性 キャバクラ 座ってお話しするだけ。若いというだけで大事にされた。
女性 砂防ダムについてのシンポジウムの

受付・マイクランナー
受付時間及び、質疑応答のマイクランナー時間以外すべて、待機時間だった

男性 郵便局の集荷作業 集荷の以来が１日2件しかない日などもあり、その日はずっと休憩所で休んでいるほうが多かった。
女性 駐禁配送助手 ドライバーの隣の助手席に、3時間弱ぐらいずっと座っている仕事。
女性 催事場での受付 くじ担当でしたが、平日勤務だったため、お客さんが少なく、ほとんど座っているだけだった。
女性 企業説明会の受付 １日、座っていられて、説明会に来る人を適宜案内するだけだったから。
女性 ●チラシ配り●クリーニング受付●

ミュージカルの受付（ドアケア係）
●チラシ配り→ポストに投函していくだけなので、人に気を使わないでできる。ただ、アパートな
どドアのポストに入れなければならなかったので、きつくはありましたが、ダイエットもでき、と
てもよかった。 

●クリーニング受付→１日に５人くらいしかこない店だったので、ネットをしたり本を読んだりで
楽だった。お客さんも気さくな人が多く楽だった。 

●ミュージカルの受付（ドアケア係）→見た目は就活生のような格好をしなければいけなかった
が、お土産を袋詰めしたり、ミュージカルが始まったら、ドアの前にたって、途中でトイレに行き
たい方のためにドアを開けるだけだったのでとても楽な仕事だった。また、時給も９００円と高額
だった。

男性 友達の引っ越しの手伝い 気を遣わず、楽にできた
女性 インターネットカフェ することが少なくて楽でした。
女性 区役所の受け付け お客様が来ない時も多く、やることがありません。 

掃除は係がいるし、ずっと座っているだけでした。
女性 メンズエステ 男性向けに全身マッサージをするだけで風俗の中では一番簡単でした。
女性 神社の巫女さん 簡単な掃除とお使いくらいで、あんまりプレッシャーもなかったから
女性 引っ越し 女性だったので、軽いものだけ運べばよかったから
女性 税務署の確定申告の書類整理 室内は暖かいし、座っての作業ですし、体力を使う仕事でもないので楽でした。
男性 出口調査員 全員に聞くわけではなく一定人数分データを取れればいいので全く苦になりませんでした。
男性 山崎パンのパン工場でおはぎを箱に

詰める仕事。
ベルトコンベアーで流れてくるおはぎを箱に移すだけの単純作業だったので鼻歌まじりで作業でき
ました。

1. 性別を選択して
ください

2. あなたが経験した中で最も楽なバ
イトは？例：スーパーの品出し、カ
フェ(スタバ)など

3. 楽だった理由
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女性 デパートのお中元売り場裏方 デパートのお中元売り場のバイト、ということで、かなり忙しくてバタバタするんだろうな、とあ
る程度の覚悟をして臨んだバイトだったのですが。 

裏方、ということもあり、パイプ椅子ではありましたが、基本座ってひたすら番号を打ち込んでい
くだけの簡単な仕事内容でした。 

しかも、デパート側も忙しくなることを予想してか、かなりの人数を採用して配置していたため、
一人当たりの仕事量が本当に少なく、横の席の子と小声で世間話をする余裕があり今までしたバイ
トの中で一番、楽なバイトでした。

女性 看板を持って座っている仕事 自分が行きたい時にトイレに行けないのは辛いと思いますが､私はそこまでトイレに行く人ではなか
ったし､座ってるだけだったのでたまに居眠りしちゃう位でした(笑)

女性 ティッシュ配り ノルマもなく定型文の声出しをするだけだったから
女性 料亭の洗い場 洗い場のみだったので洗い物がでない間は何もすることがなかったので楽だった
女性 市長選挙の受付 座って、来た人に投票用紙を渡すだけだったのですごく簡単で楽でした
女性 スーパーの掃除 覚えることが少なく、自分の仕事に集中していればいいため、他の人との人間関係で悩むことがな

いから。
女性 診療所の受付 はやっていない病院だったため、患者さんの数が少なくたいてい暇だったからです。
女性 交通量を調べるバイト 車の数をひたすらカウンターでカチカチやるだけでとても楽でした
女性 試験監督のバイトです。 ただ試験用紙を配って、試験中は後ろで座っているだけで大丈夫だったのでとても楽でした。カン

ニングする人がいないかのチェックはたまにしましたが、特に何もしなくてよかったので誰でもで
きるなと思いました。

男性 家庭教師 以前に塾講師をやっており、教え方が分かっていたから。
女性 子供服の仕分け ひたすら服の枚数をかぞえたり、検品したり、仕分けしたり単純な作業で楽でした。
女性 バイキングのサービング 注文等も無く、覚える事がほぼなかったから。
女性 お土産屋さんの店番 地方の観光客があまり来ないお土産屋さんだったので、ほとんど座っているだけの楽なバイトでし

た。
女性 宅配デリバリー（ピザーラ） チェーン店であるピザーラで３年間アルバイトをしていました。 

料理をするのが好きだったのでピザのメイキングをするのが楽しかったです。 

ピザの種類は何種類もありますが慣れないうちはマニュアルがあるので見ながらやれば楽です。
女性 病院(クリニック)の院内清掃業務 清掃業務というと、大変なイメージがあります。 

しかし、個人が経営している病院(クリニック)内での、清掃業務でした。 

清掃業務も、１階と２階だけ。 

誰かと共同作業とかではなく、話す事もなく、一人での業務でしたので楽でした。
女性 パーティーコンパニオン 綺麗な着物を着せてもらって、パーティー会場でにこやかにして立っているだけだったから。
男性 治験のバイト 3食昼寝付き、ゲームやテレビを見ながら、6泊7日で11万円。
女性 個人経営レストランのホールと調理

補助
平日のみシフトに入っていたせいもあるのですが、来客がとても少なく、楽でした。

女性 市場の魚屋さんのレジ 市場のさなか屋さんのレジは大将が値引きをした値段なので、合計金額のみを打ち込み支払い処理
をするだけなのでとても楽なバイトでした。

女性 ゲームセンターです お客さんに対応することはもちろんありますが、基本的には自由です。自分のテンポで仕事を進め
られます。

女性 絵画のモデル 座っているだけで5000円の報酬を得ることができたから
女性 コンビニレジ打ち まったくお客さんのいない時間帯があること。2、30分の時もあり、その間は椅子に座ったりして

いられる。
男性 本屋の店員 複雑な作業が無かったので。
女性 英検当日受付 手順に従い受付する座り仕事で、疲れないから。
女性 工場の検品作業 人と関わることも少なく、1人で黙々と同じ作業を続けるだけだからです。
男性 イベントスタッフ NHKの公開録画のサポートでしたが、 

担当した仕事が、タレントさんが出入りする裏口の扉開け閉めでした。日給制で機材搬入などの役
割が当日振り分けられるのですが、楽な仕事で8000円位貰えた記憶があります。拘束3時間くらい
でラッキーでした。

1. 性別を選択して
ください

2. あなたが経験した中で最も楽なバ
イトは？例：スーパーの品出し、カ
フェ(スタバ)など

3. 楽だった理由
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女性 大学生協での棚卸業務です。 ・応募する人員がみんな同じ大学の学生なので気持ちが楽だった 

・生協の人が上手く手分けして、ひたすら在庫を数えて付箋で貼っていくだけだったので作業も楽
でした 

・夕飯にはお弁当も出ました。美味しかった！ 

・給与の受け取りも、お昼を買うついでに手渡しでもらえて安心感がありました。
男性 イベントバイト イベントバイトでみんなでワイワイしながら仕事を行い、ゴミ掃除や販売などで楽しかったです。

そんな楽な感じで時給も高く最高でした。
女性 カードの受電センター 夜のシフトだとトラブルもなく、電話の前にいても全然かかってくることがなかった。また、時給

も良かったから。
男性 引っ越しセンターの手伝い 色々なバイトを今までしてましたが引っ越しのバイトが一番楽でした。引っ越しセンターを出発し

て目的地までのトラックの中では睡眠タイム。目的地に着いてからは重たい荷物は正社員が持つの
でバイトは小物の運びだし。次の引っ越し先に向かうトラックの中ではまたまたお昼寝タイム。か
なりの楽なバイトでした。その上、お客さんによっては祝儀をくれるので是非バイトなら引っ越し
センターがオススメです。

女性 海の家での客引き 海に遊びに来ている人に声をかけるだけだったので楽でした。
男性 近所の運送会社の荷物の仕分け トラックがきたら荷物を仕分けるんですけど、30分程で終わるので終わったら次がくるまでずっと

休憩だったのですごい楽でした。
女性 競技場のマスコットガール 試合の中で表に出る時間は30分もなく、それ以外はほぼ全て待機時間だったから。
女性 交通量調査 寒さ暑さ対策さえすれば、座ってるだけだし友達と一緒にやれたし私語も出来たので楽だった。
女性 英会話教室のチラシ配り チラシにテッシュが付いていたのでみんな貰ってくれてすぐなくなりました。仕事が早く終わり楽

でした。
女性 スポーツ家庭教師 子どもと1対1で関わることができ、その子どもの能力に合わせて指導できるので楽だった。
女性 酒屋のレジ スーパーのレジと違い、レジを通す品数が圧倒的に少ない。夕方に少しピークがあるくらいでし

た。お酒の事で分からない事は社員さんが全て対応してくれたので、いちばん楽なバイトでした。
男性 遺品整理の仕事 2時間くらいで日給１万５千でした、仕事中も片付けるフリして部屋内の物を物色するだけで宝探し

感覚で楽チンでした。
男性 施設入り口の受付勤務 激務は無いし、淡々と出入者の手続きと報告だけでしたので。
女性 倉庫内ピッキング作業 紙に書いてある商品を箱詰めして､伝票を貼るだけの作業だったので簡単でかなり楽でした。商品も

軽かったです。
女性 交通量調査 割り当てられたナンバープレートの番号をカウンターを持って押すだけ。 

目は良いからナンバープレート見るのは苦じゃないし、イスに座ってできるし、時給もよかった。
女性 入試などの試験監督 はじめの研修が朝早かったですが試験が始まってしまえばプリントの配布と回収、簡単な説明だけ

で終わりますし、質問もほぼされることはなかったので試験が終わるまでったただひたすら待つお
仕事だったので一番楽でした。 

何もすることがなさすぎて何時間も待機させられるので眠気との戦いでしたが機会があればまたや
りたいです。

女性 ホームセンターの棚卸 商品の在庫を、機械を使って打ち込むだけです。
女性 喫茶店員 土地柄夜に来客する方が少なく、店内の掃除や備品補充などがすぐに済んでしまい暇を持て余して

いたから。
女性 ラウンジ嬢 椅子に座ってお酒を飲みながら客の男性と話をするだけだったから。特にノルマもなかったから。
女性 草刈りのバイト 4時間契約が1時間早く終わった上に、自分のペースで草刈りができたから。
女性 塾のテスト採点のみのバイト 答えを見つつ、ただ黙々と採点のみに徹すれば良かったので楽です。
女性 テーマパークのお土産屋さんの品出

しやレジ
お客さんが日祝にしかまとまって来られないので、平日はのんびりと自分のペースで品出しをして
いました。そして楽しかったです。

女性 コンビ二 他のバイトに比べて動き回る事が少なくて楽でした。
女性 住宅展示場のプラカード持ち プラカードを持ってただ座っているだけでよかったので、とても楽でした。天候も暑くも寒くもな

い時期だったのでよかったです。
男性 居酒屋のキッチン 注文を間違えたり、ドリンクを出すのが遅くなったりしない限り怒られませんしいまどき酔って絡

んでくる人もいないのでストレスフリーで働けます。 

コンビニの方がよっぽど大変だと思います。
男性 イベントで、縫いぐるみを被って、

チラシを配る。
簡単な作業だったから。

1. 性別を選択して
ください

2. あなたが経験した中で最も楽なバ
イトは？例：スーパーの品出し、カ
フェ(スタバ)など

3. 楽だった理由
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男性 平日昼間のピザの宅配 注文もほとんどこないので、楽でした。 

雑誌を読んで注文を待っていましたので、楽でした。また、ポスティングもしますが、のんびり一
人で気ままにできるので、楽でした。

女性 個人経営のイタリアンカフェ＆バー 平日ならお客さんがそんなにいなかったので、お客さんが来るまで座って携帯いじってることを許
してもらえていた。シフトは自由がきいてまかないもあり、忙しいのは予約のある金土日だけだっ
たので、楽だと感じた。

女性 高校模試の採点 他の人とあまり話さずに仕事できたから。ノルマも特になかったので、楽でした。周りには居眠り
している人もいました。

女性 コンビニ 品出ししたり商品補充してる時楽できるから
女性 フルーツ店での販売 家族経営の小さなフルーツ店だったので、人間関係がとても楽でお客様も押し寄せてくる感じでは

ないので来客がないときは座ったりできるしスマホも使い放題でした。店長な緩い感じの方だった
ので新鮮なフルーツを食べさせてくれたりその上時給も佳かったので楽して稼いでいました。

女性 百貨店内のカフェ ほどほどに忙しく(百貨店内の喫茶なのでそこまで混まない)、マニュアルもきちんとあり、ただ料理
や飲み物を運ぶ&下げものだけで(ケーキも販売していたので、レジは物販担当がカフェの会計も行
い、調理担当も別にいたので洗い物などをする必要がなかった)そこそこの時給をもらえて楽だっ
た。

女性 スーパーのレジ打ち 品出しなどが無く、レジ前で商品をスキャンするだけで良かったからです。力仕事が無い分とても
楽でした！ 

立ち時間もだいたい2時間ほどでした。
女性 郵便局のハガキの仕分け 仕事内容がとても簡単で、初心者でもすぐに出来る仕事内容なので。
女性 郵便局の年賀状仕分けのバイトで

す。
郵便番号を見て仕分けするだけだったので、単純作業だし１時間に１回５分休憩もあるしでとても
楽でした。 

また機会があればやってみたいです。
女性 選挙の投票立会人 朝８時から夜８時まで拘束されるだけで、あとは座って投票しているのを見ているだけ、しかも

朝・昼・夜ごはんとおやつが２回もついていて、かなり楽でとても良いバイトだった。
女性 しゃぶしゃぶ屋 お客が全然来なくてずっと皆で喋っているだけで良かったから。 

賄い食が焼肉だったりしたし…
女性 タイルの加工 カラータイルをモザイクタイルに使用するらしく、マスクと防護メガネを着けてハンマーで細かく

割るだけの仕事。ストレス解消になるし、自分のペースで楽だった。
女性 宝石呉服店の店番 身内のお店だった為。
男性 カラオケ屋 お客さんが一人も来ない日もあるくらい暇だった。
女性 ティッシュ配り 時間がたつのが早く、チラシよりも受け取ってもらいやすいので楽でした。
女性 百貨店の紳士服売り場 婦人服売り場と違ってお客様があまり来ないので退屈していました。
男性 スーパー棚卸 任された場所の商品の数を数えるだけだったから。
男性 バー店員 オーナー・店長から売り上げ目標が提示されておらず、数字を追いかける必要がなかったという意

味では精神的に楽であったと思います。それまで経験してきた飲食ではアルバイトでも常に売り上
げ数値目標がありましたので、拍子抜けしてしまいました。

女性 ｽｰﾊﾟｰｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ 17時からのﾊﾞｲﾄでした。 

ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰに来るお客さんが殆ど居ないので 

暇すぎて時間が長く感じました。
男性 交通量調査のバイト 楽だった理由は。 

１時間に人が何人通るとかの確認作業でした 

座ってるだけで良いからかなり 

楽でしたね
男性 個別指導塾の講師 中学生相手だったので、生徒に問題を解かせている間に自分が回答欄を読んでそのまま教えるだけ

でよかった。元々勉強嫌いな生徒を机に縛り付けておくだけの役割で楽だった。
女性 巫女 参拝に来た人に御札を渡すだけ楽でした。

1. 性別を選択して
ください

2. あなたが経験した中で最も楽なバ
イトは？例：スーパーの品出し、カ
フェ(スタバ)など

3. 楽だった理由
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女性 団体旅行バスのバスガイド(付添人) 仕事は運転手さんの横にずっと座って、お客さんの乗り降りの際、人数確認するだけ。 

プロのガイドさんのように観光スボットを説明しなくてもよいし、泊まりの時は、団体客と同じ宴
会場でご飯も頂けました。 

自分自身も観光が出来たし、とても楽しかった！ 

日給もとても良かった！
女性 市役所のアルバイト 今は変わったと思いますが、主な仕事は職員やお客様へのお茶出しでした。他には文書作成や宛名

書きなど、ほぼ座り作業です。
女性 交通量調査 一日座ってカウントするだけだったので。
男性 プリント基板への電子部品挿入 プリント基板へコンデンサなどを入れていく作業だが単調で楽な作業だった。

1. 性別を選択して
ください

2. あなたが経験した中で最も楽なバ
イトは？例：スーパーの品出し、カ
フェ(スタバ)など
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