求職者情報
ＣＡＤ/ＣＡＭ技術科
訓練生番号 年齢

住所

修了年月：平成 29年6月
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

・板金用プレス金型の設計
・建材などの構造部品の設
計
・機械設計
・ＮＣ加工機のオペレータ

2016215

2016217

28

31

板金用プレス金型の設計業務及び自
社製、他社製金型の修理または改造
・小杉駅より通勤45
に関する業務（1年6ヶ月）
分以内の範囲、高岡
（穴明け、送り抜き・分断、Ｖ・Ｕ・段付き
駅より通勤40分以内
2次元ＣＡＤまたは3次元ＣＡ
曲げ等の単発型や、比較的簡単な短
の範囲（高岡駅南
Ｄによる板金用プレス金型
工程の順送型の設計経験があります。
射水市 側）、富山駅より通勤
18-20
普通自動車第一種運転免許
の設計職務を希望します。
※絞りや複雑多工程の順送型の設計
30分以内の範囲（富
板金加工による建材などの
は未経験です。）
山駅南側）
構造部品の設計職務を希望
（その他、金型に使用する材料や部品
・射水市、高岡市、富
します。
の見積及び発注、金型の修理及び改
山市及びその周辺
2次元ＣＡＤまたは3次元ＣＡ
造に際して各種測定器具による寸法の
Ｄによる機械または機械部
測定等の経験があります。）
品の設計職務を希望しま
す。
・CADオペレータ
・板金展開
・高岡駅から通勤1時
・鋳物設計
間の範囲
・金型設計
高岡市 ・高岡市、射水市、砺
18-20 職歴無し
波市、富山市及びそ
CAD/CAMによる製図及び
の周辺
機械加工の職務を希望しま
す。
・機械設計
・ＣＡＤオペレータ

2016220

31

・高岡駅から通勤1時
間の範囲
高岡市
ＣＡＤによる製図、設計の職 18-22 自動車ディーラーでの営業職（10年）
・高岡市、砺波市、南
務を希望します。
砺市、射水市周辺
設計関連の営業職を希望し
ます。

アピールポイント

・1年6ヶ月ではありますが、新規プレス金
型の設計及び修理・改造等の業務経験
があり、基本的な金型の構造には理解が
あるので、同職種では比較的早期に戦力
になれると思います。
・前職では金型設計の際、工程レイアウト
から検討を行っていたため、板金加工に
よる構造部品等の設計にその経験を活
かせることができます。（マッチングの設
定や歩留まりの検討など）
・3種類のＣＡＤソフトを扱うことができま
す。（2次元ＣＡＤ：「Speedy mill/Win」、
「AutoCAD」、3次元CAD：「SolidWorks」）

・中型自動車免許
・日商簿記検定2級
・危険物取扱者乙種第4類

・2次元ＣＡＤ（ＡｕｔｏＣＡＤ）・3次元ＣＡＤ
（SolidＷorks）での図面作成を学んできま
した。
・素早く図面を仕上げる事を心掛けてい
ます。
・MicrosoftＷｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌを使った文書作
成が出来ます。

・ガス溶接技能者
・アーク溶接技能者
・電気取扱業務（低圧）
・危険物取扱者乙種第4類
・2級ガソリン整備士
・2級ディーゼル整備士
・保険募集人資格
・中古自動車査定士

・10年間、営業として培ってきたコミュニ
ケーション能力を活かし、他部署、他法人
と連携を取り業務を進める事が出来ま
す。
・リーダーとしてのマネジメント経験があり
ます。

普通自動車免許

細かい作業が好きです。

・３ＤＣＡＤオペレータ
・２ＤＣＡＤオペレータ
2016222

23

氷見市 氷見市、高岡市周辺 ３ＤＣＡＤでの製図、ＣＡＤで
の職務を希望します。
２Ｄから３Ｄに変換する職務
を希望します。

20-

職歴無し
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求職者情報
ＣＡＤ/ＣＡＭ技術科
訓練生番号 年齢

住所

修了年月：平成 29年6月
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

・3ＤＣＡＤオペレータ
・2DＣＡＤオペレータ
・機械設計
・工作機械オペレータ

2016224

35

・加工ラインオペレータ（1年8ヶ月）
・ＮＣ旋盤のオペレータ（2年）
ＪＲ越中八尾駅から
・装置の組立（2年）
富山市 自家用車で50分程度
20-22
・簡易ＮＣ旋盤のオペレータ（7年）
の範囲
3ＤＣＡＤ及び2ＤＣＡＤによる
・製品の検査梱包及び断熱材の縫製
製図作業やそれらを使用し
作業（上記7年の内、5年兼務）
た設計、加工業務を希望し
ます。

主たる免許・資格

・普通自動車免許
・危険物取扱者乙種第1・2・3・4類

・板金設計
・機械設計・金型設計
・ＮＣ加工プログラミングオペ
レータ
・ＣＡＤオペレータ
2016225

44

・富山駅から通勤1時
・2次元展開図図面作成（20年）
間半の範囲
2次元、3次元ＣＡＤによる設
・板金加工プログラミング、アマダ/ＡＰ
富山市
18-23
普通自動車第一種運転免許
・富山市、射水市、高 計業務（板金設計・機械設
-100等（20年）
岡市及びその周辺 計・金型設計）
・ＧＭＭＣＡＤによる図面作成（4年）
2次元、3次元ＣＡＤによる図
面作成（板金設計・機械設
計・金型設計）
ＮＣ工作機械プログラミング
オペレータ

アピールポイント
・10年程度の旋盤の加工経験があり、特
にカーボングラファイト旋削の分野では、
治具の製作から工具の製作、検査、梱包
業務等幅広く行っておりました。
その他前職社内で必要な他の分野の治
具の製作も行っており、金属、ナイロン樹
脂、セラミック等の加工経験があります。
それらの経験はＣＡＤを利用した職場でも
活用できると思っております。

・板金加工の設計をし、図面を描くことが
でき、板金加工支援プログラミングシステ
ム（アマダ/ＡＰ-100）を実務で使いこなす
ことができます。
・ＩＳＯ9001内部監査員の講習を修了し、
前職にて3年間内部監査員を務めまし
た。
・担当業務・物件を円滑に進めるために、
前工程や後工程の方々と協力し、コミュ
ニケーションを図ることができます。

・機械設計
・ＣＡＤ/ＣＡＭオペレータ
・ＮＣプログラマ
・工作機械オペレータ
2016226

37

黒部市 富山県内

ＣＡＤによる製図及びＣＡＤ/
ＣＡＭオペレータの職務を希
望します。
ＮＣ・ＭＣのマシンオペレータ
の職務を希望します。
ＮＣプログラマ及びＮＣ工作
機械オペレータの職務を希
望します。

18-

・購入部品の開梱、ピッキング、運搬業
・中型自動車免許（8ｔ限定）
務（3年6ヶ月）
・フォークリフト技能講習修了
・窓枠用バー材の切断（6ヶ月）
・玉掛技能講習修了
・防音窓枠の梱包、運搬業務（3ヶ月）

2/4

購入部品のピッキング経験により部品知
識があり、効率よく作業する為の工夫が
出来ます。
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求職者情報
ＣＡＤ/ＣＡＭ技術科
訓練生番号 年齢

2016227

30

住所

修了年月：平成 29年6月
希望勤務地

魚津市 関東、中部

希望職務

・ＣＡＤ/ＣＡＭオペレータ
・機械設計
・金型設計
・板金設計

富山職業能力開発促進センター
希望
月収

18-

主たる職務経験

・文具店の店員
・板金設計
・プレスブレーキ

ＣＡＤ操作による設計・加工
等の職務を希望します。

主たる免許・資格

・第一種中型自動車運転免許証（8ｔ限定）
・第二種電気工事士
・コンピュータサービス技能評価試験 表計
算2級 ワープロ2級

・機械設計
・３ＤＣＡＤを使用するデザイ
ン系
・ＣＡＤオペレータ

2016229

46

・測量士補
・1級土木施工管理技士
・監理技術者
・某自動車関連会社での技術養成訓
・車両系建設機械技能講習
砺波市、高岡市、富
練生（1年11ヶ月）
砺波市
20-25
・締固め機械特別教育
山市及びその周辺 2ＤＣＡＤ、３ＤＣＡＤを使用し
・公共土木工事の現場管理業務（現場
・高所作業車運転技能講習
た製図及び機械設計の職
代理人、主任技術者）（23年5ヵ月）
・地山掘削作業主任者技能講習
務を希望します。
・玉掛技能講習
３ＤＣＡＤを使用したデザイン
・小型移動式クレーン運転技能講習
関係の職務を希望します。

・ＣＡＤオペレータ
・機械設計
2016230

23

南砺市 南砺市及び砺波市内

18-20
ＣＡＤによる製図の職務を希
望します。

アミューズメント施設でのアルバイト（1
普通自動車免許（ＡＴ限定）
年半）

・ＣＡＤ/ＣＡＭオペレータ
・機械設計
・ＮＣ機械オペレータ
2016231

34

・ＣＡＤ/ＣＡＭでのカバーなどの板金加
砺波地区、高岡市南 ＣＡＤ/ＣＡＭオペレータの職
工の展開図の作成（10年）
小矢部市
18-20
普通自動車免許
部
務を希望します。
・タレットパンチプレスの操作（5年）
タレパンなどのＮＣ機械オペ
・現場での軽作業（5年）
レータの職務を希望します。
ＣＡＤによる製図の職務を希
望します。

3/4

アピールポイント

・前職では、ＣＡＤ/ＣＡＭから検査までの
工程を経験しており、加工について多少
の知識があります。
・接客の経験によりコミュニケーションの
能力を培いました。
・Ｅｘｃｅｌはグラフの作成、Ｗｏｒｄは文書の
作成程度の事ができます。

・土木工事現場での施工管理を23年間
やってきました。役所（市役所、県土木、
国土交通省）の担当者、地元住民の人々
と打合せ等を行うためコミュニケーション
能力を培ってきました。
・建設ＣＡＬＳ化が進み、工事データの電
子化に伴いパソコン使用能力が向上しま
した。

・短期大学では、研修生として3年間、フォ
トショップ、イラストレータを利用し創作活
動をしていました。
・短い期間ではありましたが接客経験も
あります。

・10年間板金加工の展開図の作成をして
いたので経験を活かせるかと思います。
・タレパン操作などの現場作業などもやっ
てきたので仕事の流れは分かると思いま
す。

2017/4/20

求職者情報
ＣＡＤ/ＣＡＭ技術科
訓練生番号 年齢

住所

修了年月：平成 29年6月
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

・ＣＡＤオペレータ
・ＭＣ・ＮＣオペレータ
2016232

40

富山市 富山市内

・ＩＴ関連業務（プログラマ、システムエ
ンジニア）（3年）
ＣＡＤによる製図及び機械加 18-20
・物流業務（配送、倉庫作業）（2年）
工の職務を希望します。
・機械加工業務（1年）
ＭＣ・ＮＣによる機械加工の
職務を希望します。

4/4

主たる免許・資格

アピールポイント

・普通自動車免許
・フォークリフト運転技能講習修了証
・床上操作式クレーン運転技能講習修了証
・玉掛技能講習修了証

・コンピュータ関連の基礎知識がありま
す。
・汎用工作機械加工の経験・知識があり
ます。

2017/4/20

