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「シー・スリー・アイ」ってどういう意味？

企業名の由来はいろいろあると思いますが、弊社は特にその意味と由来を伺われます。
宜しければ、私達の「想い」が詰まった社名の由来をお聞き下さい。

私達、シー・スリー・アイ株式会社の社名「シー・スリー・アイ」は、３つの「C」と1つの「I」に
意味があります。

３つの「C」とは？

Command 指揮（命令）

Control 統制（管理）

Communication 通信（コミュニケーション）

１つの「I」とは？

Initiative 率先（イニシアティブ）

この言葉はもともと「Command Control Communication Intelligence」という軍事用語で、この
四分野の先端技術を駆使する事が現代の軍事戦略に欠かせないものとなっております。
軍隊の運営において必要なエッセンスは、現代社会の企業においても重要なものであり、この四分野
をきちんと生かす事が、私達のお客様に対する答えに繋がるものと確信しております。
さらに弊社は「Intelligence」という言葉を「Initiative」という言葉に置き換えております。

そして、誰よりも率先して仕事に臨み、指揮に従い、かつ指揮者は管理を怠らず、常にお客様と社員
のコミュニケーションを欠かさない。これらの要素を持った確かな「技術力」と「人間力」を持って
お客様の信頼に応えたい。これが、私達の考える「シー・スリー・アイ」です。

古いと言われるかも知れませんが…

言葉として聞くと「古い」と言われてしまうかも知れませんが、私達が大切な「想い」は社是である
「成功は努力」の一言。努力こそが成功への鍵と頑なに信じて歩み続けます。
常にお客様が最も信頼を寄せていただける良きパートナーとして…

Initiative of Command Control and Communication!

私達は「シー・スリー・アイ」です！

ご 挨 拶



【 社 名 】 シー・スリー・アイ株式会社

【 設 立 】 平成 １１ 年 ５月 １８日

【 資 本 】 3000万円

【 役 員 】 代表取締役 池田 孝一
取締役 長野 隆太 岡村 恵里 伊藤 聡
監査役 谷山 由利子

【 従業員数 】 64名 ※平成30年5月現在

【 本 社 】 〒154-0005 東京都世田谷区三宿１丁目８番１９号
TEL 03-5712-0321 FAX 03-5712-0325
http://www.c3i.jp/

【 事業内容 】 IT・デジタルメディア分野において以下事業を展開

IT技術部門
・ミッドレンジサーバ(AIX/Solaris)及びIAサーバ基盤における
システム設計／構築／運用／保守

・小規模法人向け社内インフラ環境（通信・ネットワーク）における
コンサルティング／設計／構築

・業務系アプリケーション開発／製造
・Webアプリケーション開発／製造

電子ブック部門
・自社開発製品 “PageMakely（ページメクリー）”を使用した
各種コンテンツの電子化サービスにおける制作／販売／カスタマイズ

・自社開発ソフトウエア”GOLBOOK（ゴルブック）”による電子ブック
形式のゴルフ場コース案内の制作及び閲覧サービス

【 各種認可 】 厚生労働省 派遣事業許可
派13-312017

プライバシーマーク付与事業者
許可番号 21000421(06)

会 社 概 要



【 IT技術部門（技術部）】

弊社が得意とする技術領域は『インフラ（基盤）技術』「ミドルウェア技術」及び

『業務アプリケーション』『Webアプリケーション』に分類されます。

■インフラ（基盤）技術

弊社は日本アイ・ビー・エム様向けにパートナー企業を通じ、各種プロジェクトで実

績を積んでおります。特にミッドレンジサーバ(AIX・Solaris)やストレージ、N/Wを

中心とした基盤系の技術者を育成、輩出しております。また、担当領域も多岐に渡り、

要件定義工程・基本設計工程・環境構築・各種テスト工程といった開発系のプロジェ

クト経験者も多く所属し、更にシステム構築後の技術運用、保守といった領域でも活

躍しております。

また、IAサーバにおいてもWindows・Linuxのスペシャリストが所属し、複数のOS

プラットフォーム下でもマルチに対応出来るエンジニアが活躍しております。

N/Wの領域ではCisco製品を中心としたL3・L2Switch、各種ルータ、Firewall等、企

業ネットワークでは欠かせない機器の設計、構築に長けた技術者が所属しており、小

規模法人向けには電話回線等も含めた通信環境における社内インフラ構築にかかるコ

ンサルティング・設計・構築といった業務も実績がございます。

■ミドルウェア技術

「アプリケーション基盤」として多く活用されておりますOracle・DB2等各種データ

ベース製品、WebSphere・iPlanet・IIS等 Webサーバ製品、Tivoli・JP1・千手等運

用管理製品に知悉した技術者が、前出のインフラ（基盤）技術と兼ね備えた形で各種

プロジェクトに参画しております。 昨今では、Citrix・Vmwareといった製品を使用

した仮想化技術の領域でも実績を上げております。

■業務アプリケーション

現在でも金融、保険系の各企業様で使用されている汎用機系の堅牢なシステムにて使

用されるCOBOL・JCLといった開発言語、C・C++といった汎用プログラミング言語

を中心とした業務アプリケーションの開発に長けた技術者が所属しており、ベテラン、

中堅のメンバーが現在も数々のプロジェクトで活躍しております。

■Webアプリケーション

弊社もここ数年力を入れている領域の一つで、JAVA及びフレームワーク環境における

Webアプリケーションシステムの開発業務にも長けたメンバーが所属しております。

また、Adobe Flash・Photoshopといった画像系に関連するスキルを持った技術者も

所属しており、弊社が重点をおいて注力している領域の一つです。

高い技術に裏打ちされた「人間力」のあるエンジニアのご提案、これが弊社の強みです。

事業紹介〈 IT技術部門 〉



【 PageMakely事業部（PageMakely事業）】

Adobe Flashをベースに自社内製のエンジンを搭載した『PageMakely（ページメクリー）』

を開発致しました。

（http://www.pagemakely.jp）

この製品はイメージデータ及び画像もしくは紙媒体の冊子を電子化し、Webブラウザにて閲

覧可能にした製品です。

もちろん、ただ電子化するだけでは無く、 動画や音楽データを内包させてページを開くと動

画や音声が流れるといったギミックも用意しており、 新しい世代の電子ブックとして、御愛

顧いただいております。

さらに、自社開発製品の強みを生かしてインタフェース（操作メニュー）部分やカラーのカ

スタマイズ、 お客様のご要望に応じたプラグインの追加が出来る様に拡張性を持たせており

ますので、御社オリジナルの電子ブックを作ることも可能です。

2017年現在、100社以上のお客様にご利用いただいており、週刊、隔週刊、及び月刊、季刊

の各種フリーペーパーや 製品カタログ、パンフレットとしてご活用いただいております。

PageMakely 導入事例（一例）

R25
株式会社リクルート

BCNランキング
株式会社ＢＣＮ

ANI-COM
株式会社アニプレックス

ajouter
東武鉄道株式会社

地球の歩き方『学生旅行Fan』
株式会社ダイヤモンド・ビッグ社

ヒルズライフ
森ビル株式会社

他多数

事業紹介〈 電子ブック部門-1〉

http://pagemakely.jp/


【 PageMakely事業部（GOLBOOK事業）】

PageMakely事業部では『PageMakely（ページメクリー）』のスピンアウトコンテンツ

として、『GOLBOOK（ゴルブック）』サービスの提供を開始致しました。

■GOLBOOKとは？

GOLBOOK（ゴルブック）は電子ブック型のゴルフ場コース案内です。

全ホール、ティーグラウンドから撮影した写真を一冊にまとめ、ページをめくるように

簡単な操作で閲覧することが出来ます。

プレー前のコースの下見に、 コースレイアウト図だけでは分からないコースの雰囲気を、

簡単・手軽に感じて頂けます。

◆簡単操作でサクサク閲覧！

電子ブック"PageMakely"をベースにゴルフ場コース案内として特別にチューニング。

どなたでも簡単な操作でご覧頂けます。

◆プレイ前のコース確認に

初めて行くコースは色々と不安も付きもの。事前に各ホールを見て確認しておけば、

イメージも摑めます。

◆全ホールの写真をプレイヤー目線で

プレイヤー目線で撮った写真を主体に全ホールを閲覧出来ます。コースレイアウト図

だけでは分からないコースの雰囲気や詳細を体感して下さい。

事業紹介〈 電子ブック部門-2〉



弊社がお取り引きをさせていただいております大切なお客様をご紹介致します。（敬称略・順不同）

【 IT技術部門（技術部）】
日本マイクロソフト株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
アクセンチュア株式会社
横河ソリューションサービス株式会社
株式会社電通国際情報サービス（ISID）
株式会社中央コンピュータシステム（JA共済グループ）
日本情報通信株式会社
株式会社ヤマタネシステムソリューションズ
エム・エル・アイシステムズ株式会社
マンパワー・グループ株式会社
日本ユニシス株式会社
株式会社フォーカスシステムズ
株式会社クレスコ 他

【 PageMakely事業部（PageMakely）】
株式会社Media Shakers（メディア・シェイカーズ） 「R25」
株式会社ＢＣＮ 「BCNランキング」
株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 「学生旅行Fan」他
株式会社アニプレックス 「ANI-COM」
株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス 「結うこころ」他
株式会社東京証券取引所グループ 「Link」他
森ビル株式会社 「HILLS LIFE」
日本確定拠出年金コンサルティング 「老齢給付金給付ハンドブック」
東武鉄道株式会社 「ajouter」

【 PageMakely事業部（GOLBOOK）】
オリックス・ゴルフ・マネジメント合同会社
東京レジャー開発株式会社
株式会社ジェイゴルフ
株式会社山田クラブ２１
株式会社シャトレーゼ
チェックメイトカントリークラブ
八王子カントリークラブ
朝霧ジャンボリーゴルフクラブ
市原京急カントリークラブ
中伊豆グリーンクラブ
レーサムゴルフ＆スパリゾート 他

主要取引先



アクセスマップ

所在地/問い合せ先 ご案内

シー・スリー・アイ株式会社 東急田園都市線「池尻大橋駅」より徒歩10分

〒154-0005 東京都世田谷区三宿1丁目8番19号

TEL 03-5712-0321（代表）

FAX 03-5712-0325

「IT技術部門」をいつか大樹のように育みます！

弊社の発足は「IT技術部門」からであり、今後も弊社における事業の主柱となる部門です。
IT技術の進歩は日進月歩ならぬ秒進分歩の世界です。 我々シー・スリー・アイの技術者一同は
今後も技術の研鑽に励み、その成果をお客様にご提供出来るように邁進してまいります。

「電子ブック部門」の挑戦はこれからです！

電子ブックは弊社と同様の製品が乱立し、かつ電子書籍化が進む中、単なる電子化サービスだけ
ではなく、お客様のニーズを率先(Initiative)して把握し、弊社製品を活用したソリューションや
コンテンツサービスを広く提供してまいります。

最後までお目通しいただき、ありがとうございました！
シー・スリー・アイ株式会社 社員一同

2019.09.24

弊社の将来


