こんな業務ができます

【ＣＡＤ／ＮＣ技術科 】
番
号

希望職種

C1

ＣＡＤオペレータ
生産技術(製造)
管理栄養士

C2

ＮＣオペレータ
ＣＡＤオペレータ
生産技術
機械加工
マシニング加工

就職希望地

上伊那地域
松本・岡谷

松本市
塩尻市
安曇野市

ＣＡＤを使用して図面を作成する業務、ＮＣ工作機械のプログラムを作成

性 年
別 齢

住所

男 40 伊那市

男 38 松本市

希望賃金
（万円）

経験職種

20～

20～

中学校での教材営業・販売（４年
９ヶ月）
店長として飲食店経営（１３年２ヶ
月）

事務
ＣＡＤオペレータ

諏訪圏
韮崎方面

女 27 諏訪郡

16～ １ヶ月）

C4

マシニングセンタ
ＮＣ制御
フライス盤
普通旋盤
溶接

下諏訪町
岡谷市
諏訪市

男 37 諏訪郡

22～ 味噌製造（１１年１ヶ月）

C5

旋盤作業
ＣＡＤオペレータ

修了日：平成29年12月26日

アピールポイント

・工場では生産技術だけでなく、現場（検査業
航空機部品の加工・検査等（４年
務）での経験もあるので、工場での製造の流れを
１ヶ月）
普通自動車免許、管理栄養士 把握しています。
スパークプラグ製造のオペレータ
免許、健康運動指導士、ＮＳＣ ・金属の表面処理（陽極処理、化学被膜処理）・
兼検査員（７ヶ月）
Ａ－ＣＳＣＳ
塗装に関してある程度理解しています。
病院の治療食担当（１年６ヶ月）
・作業指示書を作成していたので紙図面を読むこ
専門学校助手（３年）
とができます。

C3

松本・安曇野・
塩尻市
諏訪圏
男 24 松本市
長野・千曲市
周辺

免許 ・ 資格

事務・受注オペレーター（６年１

18～ 営業事務・配送（１１ヶ月）

普通自動車免許、調理師免
許、情報処理検定３級合格、日
商簿記検定３級合格、食品技
術管理専門士（フード・テクニカ
ル・マネージメント・コーディ
ネーター）、甲種防火管理者

物作りに興味があり、職業訓練を受けておりま
す。仕事をする上でお客様の喜びを自身の幸せ
に繋げていくことができます。今まで製造業に携
わる機会がありませんでしたが、今まで以上にお
客様や働く仲間とのコミュニケーションを第一に
仕事に取り組みます。

前職では事務及び受注オペレーター業務に従
事しておりました。お客様からの様々な問い合わ
せ内容を迅速に把握し、問題解決にあたることを
普通自動車免許、栄養士免許 心がけていました。その際、臨機応変なコミュニ
ケーション能力を培うことができました。正確性を
重視し、連絡確認を綿密に行うことで、トラブルを
未然に防ぐことに注力しました。
製造や加工の仕事に大変興味があります。前職
が力仕事だったこともあり、体力と腰の丈夫さに
は自信があります。食品を扱う仕事だったので異
普通自動車免許、大型自動二
物混入、梱包時の外観、品質に関わるところには
輪車免許
常に気を配っていました。また、機械に巻き込ま
れる・挟まれる等の危険な作業には大変気を遣っ
ていました。
普通自動車免許、高等学校教
諭一種（商業）免許、全商商業
経済検定１級合格、日商販売
士検定３級合格、情報処理技
能検定表計算２級合格

前職で営業事務を担当し、メールなどで営業ス
タッフにお客様からの用件などをわかりやすく伝
えるために句読点、数字、段落を活用して伝える
ことを意識していました。その結果、お客様にメー
ルを送ることを任されることが多くなりました。これ
から未経験の製造業に挑戦していきたいです

平成29年10月27日現在
ポリテクセンター松本

こんな業務ができます

【ＣＡＤ／ＮＣ技術科 】
番
号

C7

C10

C12

C15

希望職種

金属加工
旋盤
ＣＡＤオペレータ

プログラミング
３ＤＣＡＤ
エンジニア

倉庫管理
ＣＡＤオペレータ
一般事務

機械加工
経理
総務
製造

修了日：平成29年12月26日

就職希望地

松本エリア
岡谷市

松本市
塩尻市
安曇野市

安曇野市
松本市

上伊那地域
松本市
転居可です

ＣＡＤを使用して図面を作成する業務、ＮＣ工作機械のプログラムを作成

性 年
別 齢

住所

男 43 塩尻市

男 23 松本市

女 48 安曇野市

男 29 駒ヶ根市

希望賃金
（万円）

経験職種

免許 ・ 資格

アピールポイント

18～

病院での施設管理（５年）
スーパーでの施設管理（１年４ヶ
月）
高層ビル窓ガラス清掃（８年１１ヶ
月）
ホテルフロント業務（８ヶ月）
交通誘導員（３年６ヶ月）

普通自動車免許、第二種電気
工事士、２級ボイラー技士、危
険物取扱者乙種第四類、第三
種冷凍機械責任者

・高所作業の経験から安全面での意識を強く
持っています。
・体を動かすことが好きで体力には自信がありま
す。
・ものづくりの仕事に就きたく、ポリテクセンターに
て鋭意受講中です。

15～

・一つの物事に集中して取り組むこととより良いも
のにするまで試行錯誤を繰り返すことを心がけて
います。
普通自動車免許、日本漢字能
・大学では主にプログラミングを学び、データ工
食品製造業での仕分け作業（1ヶ 力検定３級合格、実用英語検
学研究室に所属し、地図を扱った卒業研究を行
月）
定３級合格、Auto CADユー
いました。
ザー
・ポリテクセンターでは、６月にビジネススキル講
習を、７月からＣＡＤの訓練を、１０月からはＮＣ旋
盤を受講しています。

18～

製品梱包・出荷準備（６ヶ月）
データ入力、帳票・台帳出力（２
年６ヶ月）
公共宿泊施設でのフロント係（３
年）
受発注業務、各部署と協力会社
の窓口業務（６年）
梱包状態及び動作確認、互換
性・動作評価業務（１年７ヶ月）
配送ドライバー（４年２ヶ月）
測定・検査（４年５ヶ月）

内視鏡の修理・品質管理（３年

20～ ３ヶ月）

普通自動車免許、フォークリフト
運転技能講習修了、運行管理
者資格者証、日商ＰＣ検定（文
書作成）３級合格、日商ＰＣ検
定（データ活用）３級合格、普通
自動二輪車免許

様々な仕事を経験し、それぞれの職場でそれま
での経験を活かせるよう取り組んできました。協調
性に富み、責任感は強いと思います。未経験の
業務に対しても知識やスキルを吸収し、一日も早
く職場の一員として勤められるよう努力します。

普通自動車免許、品質管理検
定3級合格、全商珠算・電卓実
務検定（普通計算部門・電卓）1
級合格、全商簿記実務検定1級
合格、日商簿記検定2級合格、
日本漢字能力検定準２級合
格、全商商業経済検定・流通経
済科目３級合格、全商商業経
済検定・経済活動と法科目２級
合格、全商ワープロ実務検定３
級合格

前職では医療品を取り扱っていたので、品質管
理の大切さ、そのための５Ｓ活動の重要さを理解
しています。また、チームのメンバーと協力し、仕
事内容の視える化による作業効率の向上によっ
て残業の大幅な抑制にも成功しました。小集団
活動も積極的に参加し、問題解決に向けてメン
バーと意見を交換し、会社の代表に選ばれるな
ど結果を残しました。

平成29年10月27日現在
ポリテクセンター松本

こんな業務ができます

【ＣＡＤ／ＮＣ技術科 】
番
号

C16

C20

希望職種

ＣＡＤオペレータ
物造り設計
物造り立案

機械組立
ＣＡＤオペレータ
溶接

修了日：平成29年12月26日

就職希望地

松本市
塩尻市
安曇野市
通勤時間１時間
以内

上伊那

ＣＡＤを使用して図面を作成する業務、ＮＣ工作機械のプログラムを作成

性 年
別 齢

住所

男 60 松本市

希望賃金
（万円）

経験職種

免許 ・ 資格

アピールポイント

20～

公共機関のビル全体の管理・保
守（１年４ヶ月）
通信機器及び電機メーカーの特
殊機器の修理・保守、フィールド
サポート（カー用品の技術指導）
（４０年７ヶ月）

中型車運転免許、大型自動二
輪車運転免許、フォークリフト運
転技能講習修了、ショベルロー
ダー等運転技能講習修了、ガ
ス溶接技能講習修了、工事担
任者アナログ第２種、第一種電
気工事士、消防設備士乙種６
類

・カーメーカーによる販売店アンケートでワースト
３の長野県を１年でベスト３に改善しました。
・販売店・サービス店に対し、技術勉強会・講習
会の実施により、人前で話ができるようになりまし
たが、どちらかといえば機械（製品）と話（対応）を
しているほうが得意です。

中型車運転免許、フォークリフト
運転技能講習修了、アーク溶
接特別教育修了、ガス溶接技
能講習修了、動力プレス金型
取り付け特別教育修了、クレー
ン運転特別教育修了、自由研
削といし特別教育修了

・仕事の効率を考えて取り組んできました。職場
環境を整えることで効率が上がると考えており、
職場内のコミュニケーションを円滑にすることに努
めてきました。仕事中はもちろん、休憩中、休日、
仕事終わりでもスポーツ、飲み会など企画して良
好な人間関係を築く自信があります。

機械組立（１年８ヶ月）
ＣＮＣ旋盤オペレータ（５年５ヶ
男 34 駒ヶ根市 20～25
月）
ＮＣＴオペレータ（６年３ヶ月）

平成29年10月27日現在
ポリテクセンター松本

