こんな業務ができます
電気工事、電気通信工事、電気関係製造、ビルメンテナンス、工場等の電気保全業務 等

【 電気設備技術科 】
番
号

希望職種

D1

設備施設管理
ビル設備管理
エアコン工事

D2

ビルメンテナンス
電気保全業務
建物施設管理

D3

D5

製造
接客・店舗運営

製造組立ラインの管理
施設設備の保守点検

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
岡谷市
諏訪市

性 年
別 齢

男 44

住 所

松本市

上伊那地区 男 60 上伊那郡

松本市
安曇野市
塩尻市

安曇野市
松本市

男 48 安曇野市

男 41 安曇野市

希望賃金
（万円）

経験職種

免許 ・ 資格

アピールポイント

中型自動車免許（８ｔ限定）、１級
管工事施工管理技術検定、管理
技術者講習修了、小型移動式ク
レーン運転技能講習修了、玉掛
け技能講習修了、ガス溶接技能
講習修了、アーク溶接特別教育
修了、車両系建設機械運転技能
講習修了、高所作業車運転（１０
ｍ未満）技能講習修了、冷媒フロ
ン回収技術者、第二種電気工事
士（取得予定）

前職で、工場及び事務所ビル・店舗における、新
築・改修工事の機械設備工事現場代理人を務め
ていました。品質・工程・安全管理に従事していた
ので、施工管理ができます。またＣＡＤで施工図
の作成ができます。現在は職業訓練で、電気の技
術と知識を身に付けています。アフターフォローと
不具合修理の経験があるので対応ができます。

25～

設備工事の施工管理（現場代
理人）（２４年１０ヶ月）

20～

長年ビルメンテナンス業に携ってきたので、その
建物設備運転管理（２１年１０ヶ
経験を活かした仕事に従事したいと思っておりま
普通自動車免許、第二種電気工
月）
す。特にビル設備管理業務については一般的な
事士、２級ボイラー技士
ビル清掃（１８年７ヶ月）
点検のほか、簡単な電気工事や修繕作業も経験
しているので、広い分野での対応が可能です。

18～

銅、ニッケルによる蒸着作業（６
年）
普通自動車免許、防火管理者、
ホテル宿泊業における運営管
福祉用具専門相談員、ホームヘ
理全般（５年３ヶ月）
ルパー２級
店舗運営業務全般（１０年１ヶ
月）

段取り、事前準備に力を入れ、作業に素早く入れ
ます。全体の効率を考え、そのためには自分がど
の役割に徹するべきかを適時判断し、仕事に取り
組みます。

24～

中型自動車免許（８ｔ限定）、大型
自動車免許、普通自動二輪車免
許、大型特殊自動車免許（農耕者
清涼飲料製造における原料の
限定）、危険物取扱乙種第４類、
計量及び製造機械オペレー
フォークリフト運転技能講習修了、
ター（１年１１ヶ月）
甲種防火管理者講習修了、農業
生産工程管理全般、電子機械
機械士、局所排気装置等定期自
組立（１５年１０ヶ月）
主検査者研修修了、第二種電気
工事士（取得予定）、消防設備士
乙種第４類（取得予定）

前々職では、製造工程管理全般を経験しました。
部品や製品の入出庫および在庫管理、生産ライ
ンの保守メンテナンス、作業指示書類の作成、品
質管理、前工程、後工程との進捗調整、現場での
指示、ラインに入っての組立生産といった大概の
業務はこなせます。手先も器用で仕事の要領を掴
むのも得意です。

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
電気工事、電気通信工事、電気関係製造、ビルメンテナンス、工場等の電気保全業務 等

【 電気設備技術科 】
番
号

希望職種

D7

消防設備工事
電気工事
通信設備等工事

就職希望地

性 年
別 齢

住 所

関東地方
男 44 上伊那郡
中・南信地域

塩尻市
D8 シーケンスに関わる職務
松本市
男 30
電気関係製造
岡谷・諏訪市

希望賃金
（万円）

18～

経験職種

D10

製造
ビル保守・メンテナンス
電気設備工事

施設管理・ビルメンテナンス

D14

電気工事・保守
消防設備点検

工場等の電気保全業務

D15 電気設備及び制御の設計

修了日：平成29年12月26日

松本市
塩尻市
安曇野市

男 48

松本市

上伊那地区
松本市周辺 男
33 上伊那郡
諏訪・岡谷地
区

松本市
塩尻市
安曇野市

男 57

松本市

アピールポイント

宅配便ドライバー・集荷配達（１
・責任感を持って仕事に取り組みます。
３年９ヶ月）
普通自動車免許、第二種電気工
・周囲に気を配り、見落としやすいことに気が付く
家電販売店の訪問アフター
事士（所得予定）、消防設備士乙
こともあります。
サービス（２年５ヶ月）
種第４類
・謙虚、礼節を持って教えを請います。
一般事務（１年）
普通自動車免許、第二種電気工
事士（所得予定）、消防設備士乙
種第４類（取得予定）、危険物取
扱責任者乙種４類（取得予定）、2
級ボイラー技士（取得予定）、第３
種冷凍機械責任者（取得予定）

企業における７年間の営業経験により、忍耐力や
継続力が身につきました。また、新しい場所や人
に対して抵抗がなく、協業も問題なく行えます。現
在、左記の資格取得に向け勉強中です。これから
携る仕事に役立てていきたいと考えています。

普通自動車免許、２級プラスチッ
ク成形技能士、運行管理者指導
免許、床上式操作クレーン運転技
能講習（１０ｔ以上）修了、フォーク
リフト運転技能講習修了、第二種
電気工事士（取得予定）

・明るく誰とでもコミュニケーションがとれ、チーム
ワークを大切にします。
・常に仕事が円滑にできるよう準備・段取りを大切
にし、問題が発生したら、その都度改善できるよう
努力します。
・管理の仕事の経験があるので、会社の目線、立
場から発言、行動し問題提起ができます。

15～

損害保険・生命保険の営業（２
年）
建物の清掃作業（１年４ヶ月）
神社の祭典奉仕、境内整備
（９ヶ月）

普通自動車免許、損害・生命保険
募集人、神職（正階）、第二種電
気工事士（取得予定）、消防設備
士乙種第４類（取得予定）

これまでの仕事の中で、周囲と円滑なコミュニケー
ションをとり、効率的に業務を行うよう常に心掛け
てまいりました。作業に対する熱意と集中力の高さ
は、周囲の評価をいただいておりました。職業訓
練で得た技能を活かし、向上心をもって仕事に取
組み、一日も早く会社に貢献したいと思います。

25～

自社製ＰＣに関するユーザー
サポートセンター立上げ（２
年）
普通自動車免許、実用英語技
ノートＰＣの設計・評価（９ヶ
能検定２級合格、第二種電気工
月）
事士（取得予定）
Ｄ/Ｂシステムの設計・システム
設計（６年６ヶ月）

物事に対し凝り固まることなく、柔軟に取り組む
ことができます。また、新しい仕事や環境にもす
ぐに馴染むことができます。学生時代から友人
も多く、様々な人と共に仕事をしていくことが得
意です。

工場等の電気保全業務・工務

塩尻市

免許 ・ 資格

20～

精密機械販売の営業（７年）

大型車長距離運転手（１２年５ヶ
月）
運送業にて車両管理、社内管
20～30 理全般（４年９ヶ月）
プラスチック成形・製造（８年１ヶ
月）

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
電気工事、電気通信工事、電気関係製造、ビルメンテナンス、工場等の電気保全業務 等

【 電気設備技術科 】
番
号

希望職種

D12

電気点検保全業務
施設管理
販売展示関係

修了日：平成29年12月26日

就職希望地

性 年
別 齢

住 所

上伊那地区
諏訪・岡谷 女 64 上伊那郡
松本・塩尻

希望賃金
（万円）

経験職種

免許 ・ 資格

アピールポイント

15～

ジュエリー販売、接客、古物
取扱者アシスタント、店長職
務（１４年１ヶ月）
出納帳簿管理、庶務、受注ア
シスタント（３年）
一般事務、現場台帳収支管
理（５年１０ヶ月）

普通自動車免許、第一種衛生
管理者、第二種電気工事士（取
得予定）、消防設備士乙種第４
類（取得予定）、洋裁技術検定
中級、きもの着付教師資格、和
裁士、硬筆書写技能検定３級合
格、実用英語技能検定３級合
格、アマチュア無線技士、生活
習慣病予防士

立ち仕事、長時間勤務のため、健康に留意し
ていました。接客販売業務では、笑顔、誠実、
仲間との協調性を意識し、コミュニケーション能
力を発揮して接客、応対、販売に携わり、顧客
管理・商品管理等は正確にこなせます。現在ま
での経験を活かした仕事のほかに新しいことへ
の挑戦や可能性、意欲は充分にあります。

平成29年10月27日現在
ポリテクセンター松本

