求職者情報
ＣＡＤ・ＮＣ技術科
訓練生番
号

年齢

修了年月：平成29年 5月
住所

希望勤務地

希望職務

富山職業能力開発促進センター
希望
月収

主たる職務経験

主たる免許・資格

・CADオペレータ
・検査・組立
・機械加工（NC旋盤・マシニ
ングセンタ）
2016203

2016204

36

62

あいの風富山鉄道
・会社受付・案内業務（7年）
小杉駅から自動車通 CADによる製図の職務を希
・普通自動車運転免許
射水市
15-18 ・飲食店、アパレル企業での接客業務
勤40分圏内の勤務 望します。
・防火管理責任者
（5年）
地を希望します。
主に機械の検査や組立の
職務を希望します。
NC旋盤やマシニングセンタ
での機械加工の職務を希望
します。
・CADオペレータ
・営業（CAD製図も作成可
・伏木駅から1時間以
能）
内程度で通勤できる
・営業（17年）
高岡市 地域が希望です。
16-20 ・自営 レンタル業（6年）
CADによる製図及びその補
・高岡市、射水市、氷
・受付及び商品管理
助業務、もしくはCADトレー
見市等
サー
営業業務

2016206

41

50

高岡市

西高岡駅から通勤10
分の範囲
工場での製造加工・部品取
付け・梱包の職務を希望し
ます。

高岡駅から通勤1時
氷見市
間の範囲

16-

アルミサッシ工場での加工・部品取付
け・検査・梱包（22年）

・機械加工（ＮＣ作業）
・機械組立
・運送業（運転手）

・陸上自衛隊（4年）
・大型トラックの長距離運転手（10年）
18-20
・家電製品のリサイクル（解体・分別）
ＣＡＤによる製図及び機械加
（14年）
工、ＮＣ・ＭＣのマシンオペ
レータの職務を希望します。

1/3

・私には『自分で考えてみる力』というの
びしろがあります。職務を遂行するにあ
たって、効率的かつ正確性を重んじ、そ
のためにどうすべきか模索します。習熟
する過程でも、技術向上のため、学び続
けようとする粘り強さもあると自負してお
ります。
・ノギスやマイクロメーターを使った測定
ができます。

・普通自動車免許
・情報処理技術者試験（初級アドミニスト
レーター）合格

・飛び込み営業・法人営業・エンドユー
ザー営業いずれも経験はあります。
・11年務めた会社の営業時に見積書とと
もに図面をCADにて作成していました。
（AutoCAD Jw-CAD活用できます。）
・Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ等の活用技術はあります。

自動車運転免許

・22年間 工場で立ち仕事だったので、足
腰には自信があります。
・金型交換・アルミの切断（切断機使用）・
プレス機での加工・エアードライバー作業
をする事が出来ます。

・大型自動車運転免許
・大型特殊車運転免許
・けん引車運転免許
・大型自動二輪車運転免許
・アーク溶接特別教育
・自由研削用といしの取替特別教育
・ガス溶接技能講習
・フォークリフト技能講習
・車両系建機技能講習
・クレーン運転業務5ｔ未満特別教育
・粉じん作業特別教育

機械加工が楽しく好きです。

・機械加工
・製造
2016205

アピールポイント
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富山職業能力開発促進センター
希望
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主たる職務経験

・事務職
・接客業
・ＣＡＤオペレータ

2016207

2016208

2016209

47

・公共図書館での図書館業務全般（6
氷見市、高岡市、射
年）
氷見市 水市、砺波市及びそ 接客・サービスなど顧客対 18-20
・住宅地図の調査、原図作成（1年）
の周辺
応を含めた総合的な事務職
・塾講師（1年）
を希望します。
ＣＡＤによる製図の職務を希
望します。

・自動車運転免許
・中学校教諭一種免許（美術科）
・家畜人工受精師免許
・司書

・自動車運転免許
・珠算・電卓実務検定3級
・情報処理検定2級

・学生時代からバドミントンをしており体力
には自信があります。
・ワード・エクセル等の活用技術がありま
す。
・富山職業能力開発促進センターの訓練
でフライス盤、旋盤、ＣＡＤを学び、基礎的
な事はできます。

22

33

・汎用機械加工
・ＮＣオペレータ
・ＣＡＤオペレータ
・城端駅から通勤1時
・大型自動車第一種運転免許
・組立て
・陸上自衛隊第1普通科連隊（3年）
間の範囲
・フォークリフト運転技能講習
・塩ビ管の曲げ、塩ビ溶接加工（3年）
南砺市 ・南砺市、砺波市、小
20-25
・研削といしの取替等の業務に係る特別教
汎用機械加工及びＮＣ、ＣＡ
・ヘッダー機（小型プレス機）オペレータ
矢部市、高岡市及び
育修了
Ｄオペレータを希望します。
（5年）
その周辺
・ＣＡＤトレース技能審査合格見込み
技能工、製造の職務を希望
します。
組立の職務を希望します。

26

・二等航空整備士（回転翼航空機タービン
機限定）
・二級ボイラー技士
・危険物取扱者資格乙種1類～6類全て
・石動駅から通勤1時
・Webデザイナー補助（古地図の電子 ・パソコン利用技術検定1級
間前後までの範囲
航空機製造に参画している
化）（8ヶ月）
・機械製図検定
小矢部市 ・小矢部市、高岡市、 企業での就業を希望しま
17-22 ・アルミサッシ等を製造しているメー
・CADトレース技能審査（取得見込み）
金沢市、富山市とそ す。職種は、部品製造やＣＡ
カーの物流センター内での、特注品の ・初級CAD検定
の周辺
Ｄによる図面作成などを希
仕分け業務（2年4ヶ月）
・航空特殊無線技士
望します。
・玉掛け技能講習修了
ＣＡＤによる製図及び機械加
・フォークリフト技能講習修了
工の職務を希望します。
・高所作業車運転者技能講習修了
機械類の保守・修理の職務
・クレーン運転者特別教育修了
を希望します。

2/3

アピールポイント

・公共施設での勤務経験があり、クレー
ム処理を含んだ接客対応が得意です。
・分館責任者としてシフト管理、スタッフへ
の指導経験もあります。
・ワード・エクセルなどを使用したデータ入
力、資料作成も得意です。
・ＣＡＤを使った製図ができます。

・ＣＡＤオペレータ
・氷見駅から通勤1時
・機械加工
間の範囲
氷見市
18-20 食品加工業（3年）
・氷見市、高岡市及
ＣＡＤによる製図及び機械加
びその周辺
工の職務を希望します。

・機械加工（航空機部品製
造）
・機械加工（ＮＣ制御）
・機械ＣＡＤオペレータ
・機械類の保守・修理

2016210

主たる免許・資格

・加工業に9年程携わってきたため、物を
加工する感覚は身に付いておりますし、
物を作る事が好きです。
・ワードで文章を作る事ができます。
・適応能力や体力は有る方です。仕事も
すぐにやる方です。

・工業高校の機械科及び航空専門学校
を卒業しているので、機械に関する知識
があります。
・Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、PowerPointについては、
人並み以上に使いこなせる自信がありま
す。
・今まで、色々な資格を取得してきたの
で、根性だけは誰にも負けません。
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富山職業能力開発促進センター
希望
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主たる職務経験

主たる免許・資格

・機械加工（NC・MC）
・CADオペレータ
・広告デザイン

2016211

38

富山市婦中町中心
富山市 部から通勤1時間圏
内

機械加工（NC・MCオペレー
タ）、2次元CAD・3次元CAD
による製図の職務、または
広告デザインの職務を希望
17-20 広告グラフィックデザイン（18年）
します。
機械加工分野での希望職
務（NC・MC/CADオペレー
タ）は、どちらかに限定する
ものではなく、様々な作業を
経験し、トータルでものづくり
に携われる環境で働きたい
と思っています。
・機械加工（NC旋盤・M/C）
・機械CADオペレータ
・営業

2016213

43

・滑川駅から通勤1時
間の範囲
滑川市 ・富山市、滑川市、魚
津市、黒部市及びそ
の周辺

NC旋盤、M/C等の工作機器
・レンズ加工オペレータ業務（3年）
のマシンオペレータの職務
16-20 ・半導体製品オペレータ業務（19年）
を希望します。
・自動車営業（2年）
2次元CAD（AutoCAD）によ
る製図及び機械加工の職務
を希望します。
機械関係の営業の職務を希
望します。
・製造業（アルミ・ベアリング
関係）
・製造業（NC・MCオペレー
タ）
・製造業（その他）
・CADオペレータ

2016214

29

滑川市 富山県内

NC・MCのマシンオペレー
タ、その他機械オペレータの
職務を希望します。
CAD機械製図の職務を希望
します。
その他ものづくりに関わる事
全般の職務を希望します。

17-

・普通自動車運転免許
・CADトレース技能審査取得予定

・18年間、広告のデザインを手掛けてきま
した。（折込チラシやマンション販売のパ
ンフレット、商品カタログなど）
・グラフィックソフトのイラストレーター・
フォトショップを活用したデザインができま
す。
・デザイン主任としてチームの進行管理
や新人教育にも携わりました。
・納期がタイトな仕事を強い責任感と地道
な努力でこなし続けてきました。
・機械製図・NC制御での仕事でも努力を
惜しまずに取り組みます。

・製造業のキャリアの中で、生産計画必
達に向けた、品質・改善活動の経験があ
・普通自動車第一種免許
ります。
・半導体製品製造集積回路チップ製造作業
・営業職の経験からコミュニケーション能
1級
力には自信があります。
・中古自動車査定資格
・職業訓練を通して、機械製図・2次元
CADの基礎知識を習得しました。

・アルミ建材の製造（機械オペレータ）
（2年）
無し
・公共施設の施設管理（ホールの施設
管理や運営、接客業務）

3/3

アピールポイント

・アルミ建材の製造に携わっていて品質
や生産性の向上を目指し、改善提案をし
た経験があります。
・接客業の経験があってコミュニケーショ
ン能力があり、周囲の人と協力しながら
仕事をすることが得意です。
・交代勤務の経験があり、交代勤務可能
です。

2017/3/14

