赤羽校 電気設備保全科 生徒プロフィールのご紹介
平成２９年９月２６日修了予定です。ビル管理の仕事を希望しています。
私たちの経験・知識・技術を、是非ご活用ください。
お問い合わせは下記へ

東京都立中央・城北職業能力開発センター赤羽校
電話：０３－３９０９－８３３３
①希望する仕事

№

(業務内容）

年齢 ②最寄駅

1
40代

ビル設備管理
本八幡

能力開発係 就職支援担当 ・ 電気設備保全科 指導員

ＦＡＸ：０３－３９０６－２５４４

③自己アピール

⑤資格・特技

④前職

⑥取得予定資格
取得を目指している資格

厨房機器の販売をしておりました。主力商品である業務用冷蔵庫の知識向上の為、冷凍機 普通自動車免許 第三種冷凍機械責任者
械責任者の勉強を始めたのをきっかけに設備管理業界を知りました。長く社会貢献できる仕 2級ボイラー技士 危険物乙4 防災センター要員
事とわかり赤羽校に通うことを決意しました。現在、訓練と資格取得に励んでおります。健康に
第二種電気工事士 第三種電気主任技術者
恵まれ、大きな病や持病等はありません。長く勤められる仕事を希望しています。
厨房機器メーカーの営業職

3

ビル管理

50代 谷在家

前職は１８年間総務部（主に人事）でした。なんでも屋さんのように仕事をしましたが、逆にス
キルが付きませんでした。そこで手に職をつけられる仕事として、ビル管理を選びました。これ
第二種電気工事士 消防設備士乙４
からは、資格の取得、スキルの向上を目指し、社会に貢献して参ります。
総務

6 ビル管理
マンション管理

60代

7

8

メーカー団体職員

ビル管理

前職ではコインパーキングの管理をしておりました。お困りになったお客様のお手伝いを行
い、喜んで帰っていただくよう努力しておりました。人に寄り添う気持ちを忘れず、今後資格を
取得し、新たな職種に従事していきたいと思います。

2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
第三種冷凍機械責任者 危険物乙4

第二種電気工事士 消防設備士乙4
2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
第三種冷凍機械責任者 危険物乙4
普通自動車免許
第二種電気工事士 消防設備士乙4
2級ボイラー技士
第三種冷凍機械責任者 危険物乙4

蕨

コインパーキング管理

ビル設備管理

官庁、鉄道向けの電子機器製造メーカーで嘱託も含めて３４年間回路設計をしていました。 普通自動車免許
ビル管理のスキルは習得中ですが、ボイラ、消防設備に電子制御、管理がされているので前
職の知識を活かせると思っています。健康面では持病もなく、長く勤めたいと思っています。 第一種・第二種電気工事士

新小岩

電子回路設計

60代

9 ビル管理

2級ボイラー技士 自衛消防技術認定

設備管理

長年プラントの建設営業に携わってきました。今後は設備管理（ビル管理）の仕事に過去の 普通自動車免許
経験や赤羽校で取得した知識、技能を活かしたいと思っています。就職後はお客様の信頼が
第二種電気工事士 消防設備士乙4
いただける様、最善を尽くし努力していきたいと考えています。

飯田橋

環境及び化学プラントの営業

電気設備保全等

電気メーカーにて、コンシューマ機器の商品企画を中心に行い、世の中にないものを一から
発想、詳細仕様まで作成して提案活動を行ってきました。今後は取得を目指す資格を活かし、
第二種電気工事士 消防設備士乙4
新しい職種にチャレンジしていきます。

西葛西

製造業

60代

10

定年退職する迄３１年間、メーカー団体職員・事務局長を務めて、自社ビルの管理も経験し
ております。赤羽校で学んだスキルを融合し、ビル管理のエキスパートになるべく努めていま
す。今は今後に向けて各種免許の取得に専念しております。

板橋本町

50代

自衛消防技術認定 消防設備士乙4

50代

11 電気設備管理
ビル管理

50代
保谷

12 ビル管理
防災設備会社

40代
駒込

2級ボイラー技士
第三種冷凍機械責任者 危険物乙4

2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
第三種冷凍機械責任者 危険物乙4

衣食住は人の生活に欠かせませんが、住は単に住まいだけでなく、労働の場でもあります。 普通自動車免許 危険物乙4
使う人が、気兼ねなく安心してもらえる様に役立ちたく、電気設備保全を学んでいます。その思
いを忘れずに生涯の仕事として、長く携わりたいです。
第二種電気工事士
電気機器設計製造 不動産測量補助
前職は、金属管の製造会社の検査部門に配属しておりましたが、準社員だった為安定して
勤められる仕事を探していました。正社員として自分に合っている職種はビル管理会社だと知
り、自分に足りない資格を補うために赤羽校に入校しました。現在資格取得を目指していま
す。
金属加工、検査

2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
第二種電気工事士 認定電気工事従事者
普通自動車免許 消防設備士乙4
2級ボイラー技士 消防点検資格
第三種冷凍機械責任者

13 ビル管理

海洋土木の会社で約１９年間経理業務を行ってまいりました。その後は小売販売の会社で 普通自動車免許 大型二輪免許
学校用務員・経理事務 監査業務を５年、店舗管理を３年その後経理業務を１０年間経験しました。定年後はあらたな 日商簿記２級 建設業経理事務士２級
資格を取得し新天地にてチャレンジしたいと思っています。
第二種電気工事士 消防設備士乙4
60代
北習志野
14 ビル設備管理

40代

15

小売販売 経理事務

2級ボイラー技士 危険物乙4

伊豆七島の生活航路に携わる海上輸送業務を２４年勤め、コミュニケーション力、人の生活 普通自動車免許 普通救命講習
を支える社会貢献の精神は身に付いております。この経験と赤羽校で得たビル管理の知識、
第二種電気工事士 消防設備士乙4
頼りにされやすい性格を活かし、誠実に御社に貢献したいと考えております。

2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
危険物乙4

北千住

海運業（陸上勤務）

施設管理全般

どんな施設でも管理対応が出来る職人を目指し訓練しています。修業期間はボロ雑巾のよ 普通自動車免許 危険物乙4
うになる迄働いてすべてを吸収したいと思います。求人票に書けないような過酷な勤務条件で 2級ボイラー技士 第三種冷凍機械責任者
あってもできる限り対応したいと思います。
刈払作業 フォークリフト

桶川

地方公共団体職員

40代

第二種電気工事士

赤羽校 電気設備保全科 生徒プロフィールのご紹介
平成２９年９月２６日修了予定です。ビル管理の仕事を希望しています。
私たちの経験・知識・技術を、是非ご活用ください。
お問い合わせは下記へ

東京都立中央・城北職業能力開発センター赤羽校
電話：０３－３９０９－８３３３
№

①希望する仕事
(業務内容）

年齢 ②最寄駅

16

ビル設備管理

50代
王子

17 特高電気設備管理

ビル管理

貴金属卸

普通自動車免許
第二種電気工事士 消防設備士乙4
2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
危険物乙4

普通自動車免許 危険物乙4

2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
第三種冷凍機械責任者 電気ｱｰｸ溶接
築地の水産大卸で、せり人として、３５年間、勤務しました。その間、銀座、有楽町、豊洲等、 消防設備士乙4 危険物乙4 甲種防火管理者
東京の街並みの変化を築地から、朝に夜に見てきました。昨今、街の再整備や大型ビルの立 酸欠、硫化水素危険作業主任者 2陸特
製造業（機械加工工場）

水産大卸

ビル設備管理

商社・機械メーカーにて海外営業・貿易業務に携わってきました。公共性のあるビル設備管
理で社会貢献できればと現在、基本事項の教育・訓練を受けています。過去培ってきた調整
力・問題解決型の対応力は業務に活かせるものと考えています。

亀有

21 ビル管理
電気工事

50代
光が丘
ビル設備管理

60代

2級ボイラー技士 消防設備士乙4

前職は、機械加工工場で機械（搬用機・ＮＣ機・手動自動機）の運転修理、生産・製造・品質・
ガス溶接技能講習修了
人事の運営・管理、工場内の修理・営繕等を行ってきました。これまでの経験と赤羽校で覚え
第二種電気工事士 消防設備士乙4
た技術・資格を活かし、仕事に役立てたいと考えています。

入谷

60代

第二種電気工事士

普通自動車免許 危険物乙4 甲種防火管理者
実用英語検定２級 一般毒物取扱者
第二種電気工事士 消防設備士乙4・6・7
2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
第三種冷凍機械責任者
海外営業
前職では海外製サーバーシステムの保守業務に約３５年携わっていました。主に現場での 普通自動車免許 普通二輪免許
作業を担当し機器の修理とお客様対応を行っていました。保守対象の機器がなくなったことに 工事担任者デジタル１種／アナログ２種
伴い、新たなキャリアを求めビル管理のスキル獲得の為赤羽校に入校、現在修得中です。習 第二種電気工事士 消防設備士乙4
得したスキルを活かしてお客様の喜んでいただける職種を希望します。
2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
第三種冷凍機械責任者 危険物乙4
ＩＴ関連
前職では、医療機械のソフト開発、サービス、サービスマニュアルの作成を行っておりまし
た。それらの経験から機械の取扱修理などは得意な分野となります。定年を迎え、現場作業
に復帰したく思い、ビル管理に必要な資格取得に励んでおります。

普通自動車免許
第二種電気工事士 消防設備士乙4
2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
危険物乙4

氷川

テクニカルライター

ビル管理

電気の大学を卒業後、長く制御系のプログラミングの仕事をしておりました。今回は年齢も 普通自動車免許
考慮して、新たな技術取得を目指して赤羽校にやってきました。これまでの経験と赤羽校で学
第二種電気工事士 第三種電気主任技術者
んだ技術を活かしビル管理の職務を行いたいと思います。

西新井

ＩＴ（ＳＥ）

ビル管理設備

設備等の仕事は初めてになりますが今までの営業での経験も活かし能力向上に努めていき 普通自動車免許 日商簿記三級
たいと思います。また資格の取得をしていますので設備関係での仕事で勉強し知識を増やし
第二種電気工事士
長く関われる事を希望しています。

北千住

害虫駆除 紙卸売業 アパレル卸売

50代

40代

26

異業種からの再就職へ向けて、現在赤羽校で電気設備保全を学んでいます。ここで取得し
た資格や経験を活かし、ビル設備管理の業務に長く携われるよう日々努力をしています。

て直しも見られ、そういうビルでビル管理の仕事をしたいと思います。

60代

25

⑥取得予定資格
取得を目指している資格

半導体関連営業

三軒茶屋

24

④前職

江古田

50代

23

⑤資格・特技

前職ではパワー半導体の営業技術を担当してきました。これまでの経験で得た技術知識や 普通自動車免許
顧客対応力に加え、設備管理に係る関連資格を習得し、新たな職場にて貢献できればと考え
ています。ビジネス英語対応可、電気主任技術者認定校を卒業しています。
第二種電気工事士 第三種電気主任技術者

18 ビル設備管理

20

③自己アピール

ビル管理

50代

19

能力開発係 就職支援担当 ・ 電気設備保全科 指導員

ＦＡＸ：０３－３９０６－２５４４

ビル設備管理

50代
竹ノ塚

消防設備士乙4
2級ボイラー技士 第三種冷凍機械責任者

2級ボイラー技士 自衛消防技術認定
危険物乙4

これまでガソリンスタンドでの販売・サービスの仕事についていました。過去に一時、消防設 普通自動車免許 危険物乙４
備の点検をしていました。現在、第2種電気工事士の国家資格を目指して訓練中です。今後ビ 消防設備士乙4
ル設備管理の仕事につきたいと希望しています。
第二種電気工事士
ガソリンスタンド販売員

2級ボイラー技士 第三種冷凍機械責任者

