社長あいさつ
情報通信分野における技術革新は、ＩＯＴ社会の進展に向かい大きく変化しつつある一方で、首
都圏では社会インフラの再構築等の大きな動きも出ております。
また、一方では少子高齢化の進展による労働者人口の確保難・働き方改革の問題等、ますます深
刻な状況となっています。
弊社は創立以来、主としてＮＴＴグループ企業各社様および情報通信建設会社様に向けてＩＴ
分野に特化した事業を中心とした分野での技術者の提供等に取り組んでまいりました。これまでに事業
活動の拡大・継続ができたのは、ひとえにお客様のお力添えと関係各社のご協力の賜物と感謝いたして
おります。
ますます高度化する情報化社会に応えるためには、豊富な経験を活かした高齢者の活用や女性の

代表取締役社長
広瀬 春彦

より一層の活躍も必須となります。ホープネットはこうした社会の要請に柔軟に応える「総合エンジニアリ
ング企業」として世の中に貢献したいと考えておりますので、皆様の更なるご指導ご鞭撻を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

最適・快適な IT 環境のために
お客様のニーズに幅広くお応えします

□ネットワーク
有線・無線 LAN の構築、回線接続や機器設定、光ファイバ、VPN 等のネットワーク構築、運用保守からコンサルティングまで、

ネットワーク&
インフラ構築
・
運用保守

プロフェッショナルなサービスを提供いたします。
□クライアント・サーバ構築
各種サーバの構築、動作確認や操作指導から、ネットワーク OS の導入、各種アプリケーションのインストール、ドメイン環境の構築、
コンサルティングまで、クライアント・サーバに関わる様々なニーズにお応えします。
□ネットワーク・セキュリティ
ネットワーク診断に基づき、製品の導入、運用ポリシーの設定、ネットワーク監視システム、認証システムの導入等お客様が抱えている
問題に応じた最適なセキュリティシステムを提供します。

□システム開発
クライアント・サーバ系、インターネット系ソフトウェア、汎用系アプリケーション、制御系ソフトウェアなどの開発

ソフトウェア
開発
・

□インターネット関連サポート
コンテンツ企画・制作、ホームページ作成
□ネットワーク・セキュリティ
システム運用・保守、ヘルプデスク業務、企業内資産管理

Web 関連
サポート

回線の増設・移設・設計・施工までお任せいただけます。
□ネットワークシステム工事
LAN 配線の設計・構築・施工、IP-PBX の構築・施工
□サービスオーダ工事

電気通信
工事業

各通信会社の光回線開通工事
□モバイル工事
モバイルの建設に関わる折衝、設計、工事完成

ホープネットでは、施工用の工具等の販売も行っています。
効率の良い作業に欠かせない、良質の施工用ツールを厳選し、お客様にご紹介しております。

電気通信工事
関連
安全ツール
販売

□トリプルＶ
1 本で 3 つの作業が可能な多機能操作棒
①ベルブロックの取り付け ②架設金具の操作 ③地上高の測定(※1)

キャリアビジネスの切り札
必要なスキルの人材を、迅速、的確、確実にご提供します

□有料職業紹介
通信等の各種監理技術者、ネットワーク技術者の内部社員雇用のお手伝いをいたします。

人材派遣
・
有料職業紹介
・
紹介予定派遣

完全成功報酬型の人材紹介です。採用のための時間とコストを節約できます。
□紹介予定派遣
ネットワーク技術者等のご紹介を行っています。
□人材派遣
事務、データベース、ツール作成等、エキスパートレベルの人材をご紹介しています。
その他にも、ネットワーク設計・構築、回線調整業務、サーバ系、システム開発など、幅広い分野で
活躍可能な経験者から若手を多数ご紹介いたします。
□CCNA 研修
Cisco 社が提供するネットワーク機器を扱うエンジニアのスキルを認定する資格試験のアソシエイトレベル取得を目指します。

IT 系の資格
取得を目指した
研修サービス

□LPIC レベル 1 研修
Linux の基本操作、システム管理の基本を中心として、Linux ディストリビューションを利用するための資格取得を目指します。

IT、ネットワークに関する資格から工事関連資格まで、多数の資格保有者がいます。積極的な資格取得を奨励しています。
【ネットワーク・サーバ系資格】
CCNA、CCNP、LPIC レベル 1～3、ITIL、ドットコムマスター、IT パスポート、情報処理技術者 情報処理安全確保支援士

スタッフ
保有資格

【工事系資格】
工事担任者（AI・DD 総合種、DD1 種、AI1 種）、第 1 級陸上特殊無線技士、電気通信主任技術者
第 1 種・第 2 種電気工事士、監理技術者
【オフィス・語学系資格】
Microsoft Office Master、英検、TOEIC スコア 600 以上
【その他】
第 1 種衛生管理者、情報セキュリティ管理士、心理相談員、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種

会社概要
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（本社）東京都千代田区神田淡路町 1-4-1 友泉淡路町ビル 7 階

取締役会

（西日本支店）大阪府大阪市西区京町堀 3-8-1 ミライト西日本支店内 5 階
（豊洲営業所）東京都江東区豊洲 5-6-36 ヒューリック豊洲プライムスクエア 7 階
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広瀬 春彦

三菱 UFJ 銀行

営業本部

監査役会
みずほ銀行

エンジニアリング部

平成 18 年 2 月 8 日 会社設立（千代田区神田須田町 1-2）
平成 24 年 10 月 15 日 本社移転（千代田区神田淡路町 1-4-1）
平成 27 年 2 月 25 日 第 7 回千代田ビジネス大賞 東京中小企業家同友会千代田支部長賞 受賞

西日本支店

平成 28 年 10 月 1 日 大明ビジネスメイト株式会社と合併
役

員

従 業 員 数

代表取締役社長

広瀬 春彦

取締役

藤井 豊

取締役

清水 吉弘

取締役

織内 秀世

取締役

蟹瀬 浩伸（非常勤）

監査役

古賀 順一

経営企画部

従業員数 653 名（令和元年 10 月現在）
（正社員 186 名、契約社員 467 名）

事 業 内 容

1. 人材派遣業：労働者派遣事業（派 13-301984）
2. 人材紹介事業：有料職業紹介事業（13-ユ-301545）
3. 電気通信工事業：東京都知事許可（般-29） 第 146924 号
4. 電気通信設備及びこれに付帯する設備並びに資材の開発、保守、販売及び賃貸並びに工事の請負
5. コンピュータソフトウェア/システム並びにウェブサイトの企画、開発、制作、保守、管理、販売及びコンサルティング
6．古物商（古物商許可/東京都公安委員会許可：第 301030607302 号）

主要取引先

株式会社 ミライト

株式会社 NTT エムイー

トランスコスモス 株式会社

（順不同）

株式会社 ミライト・テクノロジーズ

株式会社 NTTPC コミュニケーションズ

株式会社 協和エクシオ

東日本電信電話 株式会社

株式会社 NTT ドコモ

日本コムシス 株式会社

NTT コミュニケーションズ 株式会社

ドコモ・テクノロジ 株式会社

株式会社 ミライト・エックス

NTT コム エンジニアリング 株式会社

株式会社 ドコモ CS

株式会社 エムズフロンティア

NTT コム ソリューションズ 株式会社

KDDI 株式会社

ダイダン 株式会社

NTT インフラネット 株式会社

ソフトバンク 株式会社

ケー・イー・エル テクニカルサービス 株式会社

NTT アドバンステクノロジ 株式会社

AGC 株式会社

サンワコムシスエンジニアリング 株式会社

NTT ビズリンク 株式会社

株式会社 インターネットイニシアティブ

ウチダエスコ 株式会社

NTT コムマーケティング 株式会社

UQ コミュニケーションズ 株式会社

株式会社 ネットクリエイト

株式会社 NTT ネクシア

アルテリア・ネットワークス 株式会社

通信土木コンサルタント 株式会社

NTT ワールドエンジニアリングマリン 株式会社

CTC システムマネジメント 株式会社

株式会社 NTT 東日本-南関東

NTT 空間情報 株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社

大明通産 株式会社

NTT レゾナント 株式会社

一般社団法人 700MHz 利用推進協会

明成通信 株式会社

NTT データ・カスタマサービス 株式会社

コムシスネット 株式会社

田中電工 株式会社

NTT ラーニングシステムズ 株式会社

株式会社 コムリード

大明テクノ 株式会社

プライバシーポリシー
株式会社ホープネットは、ネットワーク＆インフラ構築・運用保守事業、電気通信設備工事事業、人材派遣事業等を展開する総合エンジニアリング企業として各種の
サービスを提供する上で、お客様、取引先及び就労するすべての皆様の個人情報の重要性を認識し、信頼を得るため、その保護の徹底をはかり、個人情報に関する
法律等を遵守し、個人情報の適切な保護に努めます。
●当社の個人情報保護方針
1.個人情報の適切な取得、利用及び提供を行いにあたり、特定された目的以外に使用しないこと及びそのための措置を講じます。
2.個人情報の保護に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守します。
3.個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを予防並びに是正を行います。
4.苦情、相談への対応は、誠意をもって行います。
5.個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善を行っていきます。
平成 18 年 6 月 1 日[制定]
平成 27 年 9 月 15 日[改定]
株式会社ホープネット 代表取締役社長

広瀬 春彦

●個人情報の取扱いについて
1.個人情報の取得について
当社は、よりよいサービスを提供するために、必要な範囲で個人情報を取得することがあります。
取得する場合には、できる限りその目的を限定して行います。
また、取得するにあたっては、適法かつ公正な手段により行います。
なお、当社で取扱う個人情報の取得目的は次のとおりです。
<取得目的>
•お仕事の紹介に関係する業務のため
•電気通信設備等の工事・保守等のため
•当社のサービスに関する情報提供、マーケティング活動等のため
•就労時の労務管理のため
•応募者との連絡および採用選考のため
2.利用について
個人情報を利用する際には、本人から同意を得た取得目的の範囲内のみで利用いたします。
3.提供について
個人情報を第三者に提供する際には、本人から同意を得た取得目的の範囲内で行います。
なお、提供を行う場合は、事前に本人の承諾をいただいてから行います。
4.開示、訂正及び削除について
本人から自己情報の開示・訂正・削除、または利用もしくは提供の拒否を求められた場合は、合理的な期間内で対応いたします。
●安全管理措置の実施について
個人情報の正確性の確保及び安全性を確保するために、必要に応じて組織的、人的、物理的、かつ技術的安全管理措置を実施し、個人情報への不正アクセス、
または個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどを防止いたします。
万一、事故が発生した場合、同様の事故の再発防止など、その是正のために努力いたします。
●法令、国が定める指針及びその他の規範の順守について
当社は、個人情報に関する法律、国が定める指針及びそれに基づくガイドライン等の規範を遵守します。
●個人情報に関するお問合せ
お客様の個人情報に関するお問い合わせは、下記相談窓口までお申し出ください。

当社の苦情・相談の問い合わせ先
個人情報相談窓口：苦情担当責任者
電話：03-5297-8004
FAX：03-6908-5713
フリーダイヤル：0120-666-873
MAIL：soudan@hope-net.co.jp

情報セキュリティマネジメントシステム
株式会社ホープネットは、情報セキュリティマネジメントシステムを導入し、情報に関連する資産の保護・管理、
セキュリティ環境の強化を図り、お客様から存在感のある「信頼される企業」として、将来にわたり成長・発展
し続けることを目指します。
〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町 1-4-1
友泉淡路町ビル 7 階
TEL：03-5297-8004
FD：0120-666-873
FAX：03-6908-5713
MAIL：hope-net@hope-net.co.jp
HP：http://www.hope-net.co.jp

