2019年10月 「クラウドファイルサーバ」
リリース
2019年6月

Oracle Cloudの取り扱い 開始

2016年9月

クリエイティブソリューション サービス開始

2015年1月

クラウドサービス
「i-Vote」
リリース

2013年11月

自社データセンタ構築のため本社移転(港区麻布十番)

2012年10月

パッケージ製品「りぽかんモジュール管理」
リリース

2009年6月

パッケージ製品「りぽかんセットアップ管理」
リリース

2008年6月

パッケージ製品「書庫探偵」
リリース

2008年1月

事業拡大のため本社移転（渋谷道玄坂）

2004年4月

事業拡大のため本社移転（渋谷道玄坂）

2002年5月

Oracle Database導入支援事業 開始

2000年12月

Oracle E-Business Suite導入支援事業 開始

1999年4月

創業

株式会社MEC

東京都港区麻布十番
4-6-8 二進ビル2Ｆ
二の橋

一の橋

2番出口

〒106-0045

東京都港区麻布十番4-6-8 二進ビル2Ｆ

※東京メトロ南北線・麻布十番駅２番出口より徒歩２分

TEL / 03-5730-3325

FAX / 03-5730-3326

http://mec-jp.com

eeds

株式会社 エム・イー・シー

を創造する
像し新たな価値
真のニーズを想

History

Imagine your n

沿革

トータルIT企業ならではの実現力で、
最適解をご提案・実行します。
真のニーズを想像し新たな価値を創造する
エム・イー・シーのサービスの本分は
「お客様の問題解決」
です。
単にお客様のご要望に応えるだけではなく、丁寧なヒアリングを通じて、

System Integration
システムインテグレーション
多種多様なSIプロジェクトにおい
て、幅 広 い 分 野でさまざまなシス
テムを構築。豊富な業務知識や 技
術 知 識を生かして、要 件 定 義から
設 計・開 発 、運 用まで の 業 務を担
います。

Total
IT Solution

ビジネス上の背景や制約も考慮した
「真のニーズ」
を的確にとらえます。
そのうえで、長年携わってきたシステム開発の経験や、
パッケージ製品／サービスを提供してきた実績、
そして新たにスタートさせたIT企業向けのクリエィティブを結集して、
お客様にとって最適なソリューションを提供。
お客様のビジネスに新たな価値をもたらします。

Package
Cloud Solution
パッケージ＋クラウド

確かな技術力と、現場のニーズを
感じ取る洞察力を生かして、独自性
に富 み、実用性に優れたパッケー
ジやクラウドサービスを開発。お客
様のお困りごとにきめ細かく対応し、
低コストな解決策を提供します。

会社概要
商号

株式会社エム・イー・シー

設立

1999年4月13日

資本金

1,000万円

代表者

代表取締役社長

田山教夫

IT企業に特化したクリエイティブの企画・提案・制作・コンサルティング

クリエイティブ＋マーケティング
＆プロモーション

〒106-0045

IT企業向けのマーケティングやプロ

事業内容 コンピュータソフトの企画・提案・設計・開発・保守
住所

Creative Marketing
Promotion

東京都港区麻布十番4-6-8 二進ビル2Ｆ

TEL／03-5730-3325 FAX ／03-5730-3326
Partner

Oracle Partner Network Specialized Gold

HP

http://mec-jp.com

モーションに豊富な経験を持つクリ
エイティブスタッフを結集。
「 知識・
経験・熱意」
を兼ね備えたチームが、
お 客 様 の 製 品 や サービスの 売 上
拡大を支援します。

Value

多様なテクノロジーに柔軟に対応

トータルIT企業ならではの実現力で、
最適解をご提案・実行します。
真のニーズを想像し新たな価値を創造する
エム・イー・シーのサービスの本分は
「お客様の問題解決」
です。
単にお客様のご要望に応えるだけではなく、丁寧なヒアリングを通じて、

多種多様な分野でシステムを構築し、お客

System Integration
システムインテグレーシヨン

様の課題を解決してきた経験に加え、自社

スクラッチシステム開発
(Web・Mobile・他)
Oracle Database・
Cloud(IaaS/PaaS)構築

製品を開発・運用で得られた最新のテクノ
ロ ジ ー を 組 み 合 わ せ て 、ト ー タ ル I T

全レイヤーでのソリューション提供

ソリューションを実現。お客様のビジネス

エム・イー・シー は 、アプリケーション の

とって真に必要なソリューションの提供を

開発からインフラの構築まで、システム開

通じて、お客様のビジネスの成長をお手伝

発の全レイヤーにおいて、高品質な開発／

いします。

生保向けシステム開発
Oracle ERP(EBS/SaaS)
導入・保守
製造業向けシステム開発

保守サービスを提供します。

ビジネス上の背景や制約も考慮した
「真のニーズ」
を的確にとらえます。
そのうえで、長年携わってきたシステム開発の経験や、
パッケージ製品／サービスを提供してきた実績、
そして新たにスタートさせたIT企業向けのクリエィティブを結集して、
お客様にとって最適なソリューションを提供。
お客様のビジネスに新たな価値をもたらします。

を低コストで 解 決してきました 。例えば 、

Package
Cloud Solution

O r ac l e

E BSへの自動入力を支援 する

独自性に富んだ
実用的なパッケージ／サービス
選挙クラウド i-Vote

「りぽかん」や、
クラウド上で電子投票サー

パッケージ＋クラウド

ビスを提供する
「i-Vote」、Oracle

独自の発想による課題解決

上でファイル サーバを運用 する「クラウド

エム・イー・シーでは、お客様のお困りごと

ファイルサーバ on Oracle Cloud」など、

を詳しく分 析して普 遍 化したうえで、独自

エム・イー・シーならではの独自の発 想と

性に富み、実用性に優れたパッケージやク

技 術 力で 、お 客 様 のビジネスを支 援して

ラウドサービスを開発。既存の製品やサー

います。

クラウドファイルサーバ
on Oracle Cloud

Cloud
りぽかん セットアップ管理

仮想デスクトップ
VERDE on Oracle Cloud

ビスではなかなか対処できなかった課題
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1999年4月13日

資本金
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ロモーションに豊富な経験を持つメンバー
が、長年の経験と実績を生かして、IT企業向

Creative Marketing
Promotion

けのクリエイティブを展開しています。
「自社

クリエイティブ＋マーケティング
＆プロモーション

い」
というお悩みに対し、徹底したヒアリング

ITに強いクリエイターが集結

の製品・サービスの価値を分かってもらえな

知識・経験・情熱で紡ぎ出すクリエイティブ
UI設計・WEBサイト・
LPページ

IT系原稿・導入事例・
ホワイトペーパー・コラム

を通じてその魅力を引き出し、斬新なアイデ
アで訴求します。システム開発への参画・支

エム・イー・シーの大きな特色は、IT企業なら

援や、パッケージやクラウドサービスの開発

ではの“ITに強い”クリエイティブ部門の存在

と同様に、
クリエイティブの提供を通じて、

です。IT企業のお客様のマーケティングやプ

お客様の課題解決に貢献します。

会社案内・カタログ・
リーフレット・DM

動画
セミナー/イベント

広告・ポスター・
ロゴマーク

