
令和４年度９月入所生 （訓練修了日：令和５年２月２８日）

求職番号 住所 年齢 希望職種 主たる職務経験 アピールポイント 資格・免許

04SM0901  埼玉県川越市 59

 
・ビルメンテナンス業
・ヘルプデスク
・カスタマサポート
※自宅から1時間圏内を希望

【IT機器関係】（36年間）
①パソコン・周辺機　製造技術
②パソコン・周辺機　カスタマサポート
③パソコン・周辺機　ヘルプデスク

【運送業】（1年）
①窓口業務・顧客対応
②倉庫内ピッキング

【ビルメンテナンス業】
早期退職を機に手に職を付けて一生その仕事に打ち込んでいきた
いと思ったからです。そこでビル設備の管理や機械のメンテナン
スなど、自分のスキルも身に付ける業務内容に魅力を感じまし
た。ビルメンテナンスに必要な資格を勉強しております。そし
て、自分自身の技術を高めて会社に貢献したいです。
【ヘルプデスク・カスタマサポート】
ヘルプデスク・カスタマサポートに関しては、パソコン及び周辺
機の製品を対象に人材の教育、お客様の申し入れ対応等の業務を
経験しております。

・普通自動車第一種運転免許
・低圧電気取扱いに係る特別教育

04SM0902  東京都東村山市 51

 
ビルメンテナンス
設備管理
消防設備工事・点検

【外食チェーン店店長】（13年）
①接客・調理・衛生管理
②食材・備品発注
③従業員教育

店舗マネージメントにおいては「やって見せ、させてみて、ほめ
る」をモットーとして仕事に取り組んできました。目標設定と計
画的な行動により、従業員一同で団結し、全店舗衛生監査で2位を
獲得したこともあります。日々の的確なルーチン業務遂行能力
と、常に改善を心掛けた行動力のスピード感は、暮らしを支える
設備管理や消防点検の仕事にも活かせると考えております。

普通自動車第一種運転免許
フォークリフト運転技能講習(1t以上）
乙種第４類危険物取扱者
二級ボイラー技士免許
食品衛生責任者
防火管理者
低圧電気取扱いに係る特別教育

04SM0903  さいたま市緑区 60
・電気設備施工業務
・電気工事施工管理
・ビルメンテナンス業務

【金融業界】（13年間）
・営業業務
個人、法人に対する株式、債券、先物、投資信託などの営業
新規拓賞、収入上位賞、本部長賞他受賞
11名の部下と、前年比10％の収入増により社長表彰
・研修業務
新入社員の教育マネージャーに対する指導、教育

【IT業界】（24年間）
・営業業務
財務省、内閣府、法務省他官公庁で部下5～10名と年間20～50億円の売上
を達成
・コンサルティング業務
業務課題の解決を行う手法・スキルを習得し実践
21名の部員とともに年間20～30件程度のコンサルを実施

　金融業界では、お客様から信頼されるには会社の規模や金融知
識だけでは不十分であり､「人格」を問われていると感じる場面が
多々ありました。そこで、多様な分野の知識の吸収、人との交流
に人間性の向上を目指した結果、業績を大幅にアップさせること
ができました。
また、全く畑違いのIT業界でも、初めての状態から知識習得とス
キルを磨き、その後のコンサル業務では課題を見つけてその解決
方法を提示、実行までに必要なコミュニケーション力を磨くこと
ができました。
これらの経験を活かし、新たな分野でも活躍したいと思っていま
す｡

・普通自動車第一種運転免許
・普通自動二輪車免許
・日本商工会議所 簿記検定３級
・ビジネス法務・実務３級
・低圧電気取扱に係る特別教育

・第二種電気工事士
（技能試験12月受験予定）

04SM0904  埼玉県所沢市 43

 
ビルメンテナンス業務
電気設備保全管理業務
設備管理業務

【飲食チェーンの店舗スタッフ】(アルバイト含め約20年間）
①接客、レジ業務
②営業、売上管理
③アルバイト教育
④商品、食材、備品の管理
⑤調理業務
⑥衛生管理
⑦原価、人件管理

飲食店でホール、調理場業務を担当しておりました。設備管理
は、利用される方々の安全・安心を守るために、なくてはならな
い仕事であり、現場で最高のおもてなしを出来るのは、設備等の
サポートがあってのものだと大変魅力を感じておりました。
訓練校では、電気・空調・消防・シーケンス・CAD等の基本を学
び、一つでも多くの業務上必要な知識・資格を得るために、日々
勉強に励んでいます。培ってきた経験も活かし、事故のない安全
安心な管理を行い、会社、社会に貢献していく所存です。

(令和4年11月30日現在）
・普通自動車第一種運転免許
・甲種防火管理講習
・低圧電気取扱いに係る特別教育

・乙種第４類危険物取扱者
(令和4年12月試験予定）
・第二種電気工事士
(令和4年12月技能試験予定）
・ボイラー実技講習
(令和5年1月受講予定）
・乙種第４類消防設備士
(令和5年2月試験予定）

設備メンテナンス科

（照会期間：公開日～令和５年４月末日）

Administrator
スタンプ



04SM0905  埼玉県富士見市 49

 
・ビルメンテナンス
・消防設備点検

＊自宅から一時間半圏内を希望しま
す｡

ゲームセンター店舗運営（10年間）
・清掃業務
・接客対応
・機械の保守点検
・店舗売り上げ計上
・アルバイト教育

通販商品の物流センター内倉庫業務（20年間）
・商品の荷受け、検品
・商品の店舗発送と個人のお客様への発送業務

　前職で消防設備に係る方々の仕事を見て興味をもち、必要な資
格を目指して訓練を受講しております。
　仕事で改善できるところがあるか考え、他のスタッフとコミュ
ニケーションをとり作業を改善し行うことができました。この経
験を生かして、会社に貢献していきたいと思っています。

第一種普通自動車運転免許
低圧電気取扱いに係る特別教育

04SM0906  さいたま市緑区 62

 
・ビルメンテナンス業務

・電気設備保全管理

・設備管理

【光学機器の開発設計業務】(29年間）
①光学機器（レンズ）の企画、開発設計（主として電気・電子回路及び
組込みマイコンのソフト開発
②仕様書作成
③組立治具、検査治具の設計、一部製作
④一部の業務用機器の場合は現地修理対応

【業務用電気機器の実装プリント基板検査、回路設計業務】(5年間）
①理化学機器に搭載される実装プリント基板の通電検査
②古い設計回路を新しい電子部品（マイコンや周辺電子部品）置き換え
ての回路設計

【小型ＤＣモータの営業技術】(3年間）
①顧客と中国開発部門との仕様調整

ＱＣ手法的考えで不具合原因究明、改善を常に考えて業務にあ
たってきました。今後も続けていく考えです
新しいことも積極的に取り組んでいます。
現場の異動があっても長く仕事ができると思い、この業界を志望
いたしました。必要な資格は積極的に取得の向け勉強したいと考
えています。

普通自動車第一種運転免許
低圧電気取扱に係る特別教育

第三種冷凍機械責任者（R5.1.5結果発表）
第一種・二種電気工事士（R4.12受験）
消防設備士 甲種4類（R5.1受験）
危険物取扱者 乙種4類（R5.2受験）
第三種電気主任技術者（R5.3受験）
(R3年 2科目合格済)

04SM0907  埼玉県蕨市 37

・ビルメンテナンス業務
・電気設備施工業務
・修理・保守業務
・消防設備工事・点検
・電気設計
※自宅から１時間圏内を希望
必要に応じて､転居･マイカー通勤可
※夜勤可能

【外食チェーンの店舗スタッフ・店長】(13年間）
①接客業務
②運営・売上管理
③アルバイト採用・教育
④食材・備品の発注
⑤シフト作成

①コツコツと業務をこなして実現する継続力
接客業で、店舗の衛生面の維持・採用教育・シフト管理を、日々
継続してきました。
②人材の指導・育成力
新店立ち上げを、20店舗担当しました。
レイアウト変更・育成・研修マニュアル改訂をして、後任にス
ムーズに引継ぎをしました。
③接客対応で磨いた、コミュニケーションスキル
店長として、様々なお客様対応しました。相手の考えを理解する
為、よく聴くことを心がけて問題解決をしました。

就職先でもこれらの経験・スキルを活かして貢献していきたいで
す。

・普通自動車第一種運転免許
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・防火管理者
・食品衛生責任者
・実用英語技能検定準2級

・第二種電気工事士を受験中
　（筆記突破・実技12月予定）

04SM0908  さいたま市北区 52

 
・設備管理

・ビルメンテナンス

【オフィス用事務機器レンタルの営業】（２４年間）
①主に建設現場事務所へのオフィス用事務機器・エアコン・
　OA機器レンタルの提案営業
②現場への納品・引取の手配
③現場の下見・納品引取の立ち合い
④新規開拓営業
⑤社員・新人教育

【製造業の製造工】（４年間）
①製造ラインにて製造工を担当
②資材・工具の発注

【新車ディーラーの営業】（２年間）
①新車の販売
②サービス等のアフターフォロー
③保険の案内

建設現場事務所へレンタルする商品は要望も様々な為、ユーザー
に満足いただけるような商品の打合せ、提案をして手配漏れや、
間違いのない敏速な手配を心掛けました。
日頃の誠実な対応から既存得意先の売上拡大、お客様に別の企業
を紹介頂くこともありました。こうしたお客様の気持ちに沿った
誠実な作業は、設備管理業務にも活して、信頼を得たいと思いま
す。

中型自動車第一種運転免許(8t限定)
第二種電気工事士
第三種冷凍機械製造保安責任者
乙種４類危険物取扱者
低圧電気取扱いに係る特別教育
石油機器技術管理士
ガス溶接技能講習
パソコン検定試験３級

Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ



04SM0909  埼玉県越谷市 30

 
・ビルメンテナンス業務

【大手食品メーカー】(７年間)
①パンの仕込み、成形、焼成
②包装機のオペレータ
③工程表の作成

【アミューズメント店】(３年間)
①ホール内での接客、ドリンク作成、トラブル対応
②賞品の交換対応
③景品の棚卸
④日報、営業報告作成
⑤現金管理
⑥新人の指導教育
⑦面接対応

○一ヵ月でありがとう100回
　前職では、「お客様第一」を自分のモットーとして働いており
ました。
お客様がしてほしいこと、してほしくないこと、気付いてほしい
こと、気付いていないことを敏感に常にアンテナをはりながら接
客をし100回のありがとうをいただきました。
その経験から気付き・行動・マナーの大切さを学びましたので、
次の就職先でも活かして参ります。

・低圧電気取扱いに係る特別教育

04SM0910  さいたま市西区 34

 

・マンションの管理業務
・ビルメンテナンス業務

※上記以外の業務でも幅広く対応し
ます。
※通勤は一時間圏内を希望

＜スーパーのアルバイト＞（2年）
　レジ打ち
　店舗案内
　閉店作業
＜家電量販店のレジフルタイムパート＞（2年3ヶ月）
　レジ打ち
　サービスカウンター対応
　店舗案内
＜中古書店でアルバイト＞（3年3ヶ月）
　レジ打ち
　清掃
　品出し
　梱包作業
＜自販機管理とそれにかかわる倉庫作業＞（4年4ヶ月）
　配送業務の補佐
　クレーム対応
　商品補充
　出荷準備のための商品積載
＜義肢製品の卸売り業務＞（10ヶ月）
　製品準備
　梱包出荷準備
　入荷した製品の棚入れ

新しい業界への興味と可能性を考えて職業訓練を受講しました。
訓練を通じて多くの方を支える仕事にやりがいを感じています。
経験した仕事から単純な作業でも忍耐強く取り組むことには自信
があります。仕事のひとつひとつを丁寧にかつ慎重にこなすこと
も得意です。
新たに学んだ事を活かしてチャレンジしたいと思っています。

・普通自動車第一種運転免許
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

04SM0912  埼玉県熊谷市 37

 
・ビルメンテナンス
・設備管理
・電気工事
・消防設備工事・点検

※通勤時間は2時間程であれば可能で
す。※引っ越しも視野に入れており
ます。
※夜勤可能です。

【塾講師（アルバイト）】（３年間）
①集団授業実施（小中学生対象・２０名前後）
②後輩アルバイトの育成（マニュアルは自身で作成）
【塾講師・事務（アルバイト）】（２年間）
上記内容に加え
①電話対応
②窓口対応
③事務処理
【塾教室の副室長】（１１年）
上記内容に加え
①営業活動
②保護者面談（学習相談・進路相談）
③アルバイトシフト作成
④イベント企画・運営（集客目的）

□継続力
日々のルーティン業務やコツコツと積み上げることは苦にならず
得意です。加えてきっちり丁寧にやる性格です。

□伝える力・聞く力
私はわかりやすく伝えることに自信があります。さらに、話すば
かりでなく、相手が伝えたいことを汲み取り引き出すことにも長
けています。この力はお客様対応やチームでの業務を円滑に進め
られると考えます。

□向上心
各種資格取得を目指しております。

私の能力・性格を活かすにはビルメンテナンス業等が最適と考え
志望しております。よろしくお願いいたします。

低圧電気取扱に係る特別教育

【以下の資格の試験を受験予定です】
普通自動車第一種運転免許
第二種電気工事士
乙種第４類危険物取扱者
甲種第４類消防設備士
乙種第６類消防設備士

04SM0913  東京都三鷹市 56

 
・ビルメンテナンス
・電気設備保全管理
・設備管理
・電気工事

【情報サービス業　正社員】(３０年間）
①営業（既存顧客フォロー、新規顧客開拓）
②製品の市場シェア拡大
③コールセンター業務（新規立ち上げ）
④制度企画（新制度の立案、部署の立ち上げ）
⑤販売推進（製品の国内シェア拡大。）

現状に満足せず、新しい事にチャレンジすることが好きです。前
職でも、新しい部署の立ち上げにいくつか携わってきました。今
回、全く新しい職種への転職となりますが、持ち前のチャレンジ
精神で頑張ります。
ポリテクセンター修了までに第二種電気工事士免許を取得予定で
す。（筆記試験合格、12月末実技試験）

普通自動車第一種運転免許
低圧電気取扱に係る特別教育

Administrator
スタンプ



04SM0914  千葉県柏市 36

 
ビルマネジメント業務
プロパティマネジメント業務
ビルメンテナンス業務
マンション管理業務

※自宅から2時間圏内希望
※夜勤可
※転勤可

設備管理業務
・施設内の巡視、点検
・設備の遠隔監視
・熱源機器の発停、スケジュール管理
・緊急作業の対応
・計画作業の遂行
・設備異常の調査、復旧

遊技店の店舗スタッフ(12年間）
・ホールの巡回、清掃
・景品交換
・エラー対応
・アルバイトの労務管理
・売上金回収、日報作成

専門的な技術や知識を武器に働きたいと考えビル管理の業界に入
りました。
総合病院と劇場併設オフィスビル現場で設備を学び、関連資格の
取得も積極的に行ってまいりました。
また遊技店で従事した対人折衝業務経験は、就業後も生かせるも
のと考えます。

第二種電気工事士
建築物環境衛生管理技術者
一級ボイラー技士
乙種第４類危険物取扱者
甲種第１類消防設備士
第三種冷凍機械責任者

04SM0915  埼玉県朝霞市 39  エアコンの取付業務

・ソフトウェアの第三者検証
・接客業務(カフェ)
・不動産営業
・広告代理店営業

・ソフトウェア第三者検証では、一般のお客様が使用している
様々な端末のソフトウェアアップデートを事前に検証し、品質に
問題がない事を検証しておりました。
改修項目からテスト項目を作成し、テストに必要な工数を割り出
しテストスケジュールの作成を行っていました。
チームリーダーとして進捗を管理し、毎日の報連相や不具合が
あった場合の対応も行っておりました。

・カフェや営業では人とのコミュニケーションの大切さを学びま
した。

エアコン取付の技術を学び、個人事業主として独立することが目
標です。

普通自動車第一種運転免許
Excel VBA ベーシック
JSTQB Foundation Level
低圧電気取扱いに係る特別教育
第二種電気工事士(筆記試験合格)

04SM0916  埼玉県蕨市 52

 ・電気設備保全管理
 ・電気設備積算
 ・電気設備設計
 ・品質管理
 ・安全管理
 ・消防設備点検
 ・設備管理
 ・ビルメンテンス

電気設備工事業（30年間）
①電気設備積算業務
②電気設備設計業務
③電気設備施工業務
④電気設備施工監理業務
⑤電気設備保全業務
⑥電気設備現場調査業務
⑦消防設備点検業務
⑧防火・防災計画立案、実施業務
⑨ISO関連業務
⑩ワークライフバランス認定書類作成業務
⑪マネジメント管理
⑫人材育成
⑬契約書類、打合せ書類の作成

①建設業（電気設備）の経験が長いので、電気だけでなく建築、
設備、消防、通信等、建物の知識は一通りあるため図面は読めま
す。
②電気については、幅広い知識と資格を有しています。特に電気
設備積算関しては、専門的な知識を有しています。
③総務、財務の分野でも、知識と経験・資格を有しています。
④ISO 9001,14001,27001,45001 の内部監査員の経験もあり、品質
管理・環境管理・労働安全衛生管理等の業務経験もあります。
⑤営業所長として、部下のマネジメント管理や人材育成を行いま
した。

普通自動車第一種運転免許
第一級電気施工監理技師
第二種電気工事士
低圧電気取扱業務特別教育
甲種第4類消防設備士
乙種第6類消防設備士
第一種衛生管理
建設業経理士2級
甲種防火管理講習
防災管理講習
太陽光発電アドバイザー
工事担任者デジタル第一種

04SM0917  さいたま市浦和区 56

 
・ビルメンテナンス業務
（特にオフィスビル・商業施設・
　官公庁・ホテルなどを希望）
・消防設備士

【食品包装資材問屋の営業職】（５年間）
・多岐多種類に渡る商材・メーカ・顧客との商談
・在庫削減業務

【魚宅配（ベンチャービジネス）店舗開発業務】（１年間）
・「平成２７年度第２回東京都地域中小企業応援ファンド」
　助成金３００万円の獲得
・協力会社食品工場での長期研修、衛生管理マニュアルの作成

【総合家電メーカの半導体部門、営業職】（２２年間）
・月次商品手配、日々デリバリの管理
・技術＆品質議事録作成
・基本契約書制定マネジメント
・営業部内マネジメント
・品質トラブル時の調整作業
・車載部品営業

特筆事項として、車載部品営業職で「品質不具合未然防止活動」
の成果を学んだ事が私の財産です。
私は責任感が強く、やるべき事はきちんと最後までしないと気が
済まない性分であります。
今後は設備メンテナンスを一生涯の仕事として続けて参りたい所
存です。下記に前職で得たスキルを記します。
・日々の変化（デリバリ等）に対する管理・調整力
・技術・品保・営業・顧客をつなぐチーム活動力
・法務・品保を交えた顧客との基本契約書制定能力
・突発的な品質不具合時の折衝力と統括力

・普通自動車第一種運転免許
・低圧電気取扱業務特別教育
・TOEIC公開テスト 575点

Administrator
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Administrator
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04SM0918  さいたま市浦和区 62

 
・ビルメンテナンス
・電気設備保全管理
・設備管理

＊自宅から１時間圏内を希望

【産業用ロボットの制御設計､営業(海外営業)､サービス】(38年）
①産業用ロボットの制御、電気設計（10年）
②産業用ロボットの海外サービス業務（イギリス3年）
③産業用ロボットの海外営業
④海外現地法人営業（中国3.5年、ドイツ5年）
⑤事業計画立案、遂行、管理

日本の得意技術である産業用ロボットの開発設計、営業、サービ
スに携わってきました。製品の導入からアフターサービスの中で
顧客の要望を取り入れ、製品がより使いやすくなり、設備として
より長く使っていただき、顧客との信頼が深まっていくことにや
りがいを感じていました。
電気制御知識を活かし、設備の利用、管理する仕事に取り組んで
みたいと考えております。
年齢は60を超えておりますが、気力、体力には自信を持っていま
すので、新たな分野で頑張りたいと思っています。

・普通自動車第一種運転免許
・第二種情報処理技術者
・TOEIC公開テスト　800点
・低圧電気取扱業務に係る特別教育

・第二種電気工事士（取得予定）

04SM0919  茨城県古河市 54  ビルメンテナンス業務

【電子部品製造】(14年間)
①治工具製作
②製品耐久試験
③NCフライスを使用した金型製作

【施設警備】 (21年間)
①工場・研究所・役場の施設警備
②新任及び現認警備員教育の講師
③警備業務法上の法廷書類の作成・管理
④警察署の立ち入り検査の対応
⑤リーダー業務
⑥業務マニュアルの作成

常に自己啓発を心掛け、積極的に資格を取得してきました。
現在、ビルメンテナンス関係の資格取得のために勉強中です。

大型自動車第二種運転免許
フォークリフト運転技能講習(1t以上)
警備員指導教育責任者(1号警備）
低圧電気取扱に係る特別教育

04SM0920  埼玉県鴻巣市 43

 
・設備管理
・電気設備保全管理
・不動産管理

通勤は自宅から1時間程度が希望です

・製造業
①自動車用エアコンの製造、検査
②半導体製品の出荷

・POSレジやキャッシュカード紛失時の電話対応オペレータ

・不動産会社勤務
賃貸物件のカウンター営業、契約書作成などの事務、クレームや修繕等
の管理業務

管理上で不具合等が起きた際にある程度自分の手で解決したいと
考え、職業訓練に通い電気工事士の資格取得を目指しています。
性格は真面目で慎重に物事に取り組むことができます。

普通自動車第一種運転免許
宅地建物取引士
二級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士
ITパスポート
保安業務員
損害保険募集人一般試験火災保険単位
低圧電気取扱に係る特別教育

04SM0921  東京都足立区 30

 
・電気工事士

※自宅から一時間圏内を希望します

【電気工事士】経験２年
①商業施設や店舗(居酒屋等)の電気配線や器具の取り付け
②太陽光発電やオール電化(IH・エコキュート)の電気配線、パワーコン
ディショナーの取り付け

【運送業】経験９年
①トラックドライバー(６年)
・主に２t～４t車を中心に石膏ボードの運搬
・フォークリフトで石膏ボードの積み込み
②運行管理者(３年)
・出庫、帰庫点呼記録の作成・保管
・運転手の労働時間、健康状態の管理
・安全運転教育指導
・社内休憩室等の保守管理

私の長所は、負けず嫌いで、常に向上心を持ち、自分が納得でき
るまで打ち込み努力することです。前職では、その姿勢が評価さ
れて、責任のある仕事を任せていただけるようになりました。
現在、第二種電気工事士筆記試験に合格し、１２月の実技試験に
向け訓練しています。同時に、令和５年度の第一種電気工事士の
資格取得を目指し勉強を始めています。今までの経験を生かしな
がらも、電気の専門性を高め、常に挑戦、向上していきたいと
思っています。
低圧・一般電気工作物から、高圧・自家用電気工作物まで幅広い
業務に携わりたいと考えています。

・大型自動車第一種運転免許
・フォークリフト運転技能講習
・運行管理者(貨物)
・乙種第４類危険物取扱者
・低圧電気取扱いに係る特別教育
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04SM0922  埼玉県越谷市 32

 
・印刷業
・CAD製図
・デザイン

【小売ディスカウントショップ店舗】（3年）
①接客・レジ業務
②店舗運営管理
③雑貨・食品発注と在庫管理

【印刷広告業】（3年）
①印刷機のメンテナス
②印刷部材の在庫の管理
③発注と発送管理

【サイン看板・内装業】（3年）

①イラストレーターを活用した発注デザインのデータ修正
②サイン看板の部材管理
③売上管理
④技術指導

発想力とアイディアには自信があります。作業の工程を基礎は
勿論ですが、効率や求めるクォリティを考え、業務に取り組んで
きました。
また、手先の器用さを売りに発想し、創造することが好きです。
既存の概念に囚われない新しいものを構築していきます。

・普通自動車第一種運転免許
・フォークリフト運転技能講習
・低圧電気取扱業務特別教育

04SM0923  さいたま市緑区 60

 
・電気工事
・電気設備保全管理
・車載電装機器施工・保守
・ビルメンテナンス

【電子機器卸売業】（39年間）
①受発注業務、仕訳処理
②ルート営業、新規開拓
③総務、管理系
④大口取引先専用アフター窓口業務として、
　業者手配、技術指導、顧客対応

「仕事は最後まで責任を持って行う」ことを第一に活動してまい
りました｡
顧客に満足や喜びを与えられる仕事をすることに、やりがい、価
値観を感じております。
車の電装品取付やオイル交換などの整備、簡易な家電品の補修、
パソコンの自作など手を動かすことが好きで、電気機器施工・整
備の仕事に携わりたいと考えております。
年齢の割には気力・体力には自信があります。
現在の訓練で学んだ知識、技能を活かし、安全・確実な仕事を行
えるよう努力してまいります。

・普通自動車第一種運転免許(中型8t
　未満限定)
・フォークリフト運転技能講習
・低圧電気取扱業務に係る特別教育
・日本商工会議所主催簿記検定　3級

【取得予定】
・第二種電気工事士(筆記試験合格済)
・乙種第４類消防設備士
・乙種第７類消防設備士

04SM0924  東京都荒川区 59
 ・ビルメンテナンス業務
(特に設備の点検・動作確認業務を希
望)

アフターサービス部門　本部スタッフ

・アフターサービス出先事業所運営管理(5年)
・保証修理制度企画運営(3年)
・四輪顧客情報基盤構築プロジェクト(2年)
・四輪販売店整備システム構築導入推進(3年)

・市場品質情報収集システム構築管理(3年)
・部門事業計画策定推進(3年)

・国内組織改革プロジェクト(3年)
・難問修理対応プロジェクト(3年)
・市場品質部門業務再構築/出先事業所震災復興推進(2年)
・販売店ＳＹＳ再構築プロジェクト(7年)
・販売店整備予約管理ＳＹＳ構築導入推進

社会基盤の重要な仕事の一つであるビル管理業務につきたく
電気工事士取得を目指しています。
現場・現実・現物及び5w2hの確認をし確実に業務をやり遂げたい
と考えております。
コミュニケーションをとりチームでの業務推進を心がけておりま
す。

・丙種危険物取扱者
・二級ボイラー技士
・普通自動車第一種運転免許
・ガス溶接技能講習
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