
“The Axel”   This logo, called “the axel,” expresses the spirit embodied in our 

brand slogan “Empowering the digital future” – the spirit to pioneer and impart 

vitality into the future of digital society. 

“The Axel”  この「ジ・アクセル」と呼ぶロゴマークは、ブランドスローガン
「Empowering the digital future」の言葉に込められた精神、つまり
デジタル社会の未来に次々と活力を与え、切り拓いていく志を示すものです。

コーポレートロゴ   Corporate Logo

ブランドスローガン   Brand Slogan

デジタルの力によって、世界は驚くべき速さで変化し、多様化し続けています。

デジタルは、仕事のスタイルを変え、ビジネスの仕組みを変え、

さらに社会のあり方までも大きく変えようとしています。

これからも、誰もが夢見たことや、誰も思いもつかなかったものがデジタルを通じて、

一つずつ現実となっていくでしょう。

私たちDACの使命。それは、このデジタル社会の未来に、活力を与えること。

これからのデジタル社会をよりアクティブにし、デジタルの更なる可能性を切り拓いていくことです。

実現するのは、ネットビジネスの先駆者として培った経験と、デジタルエキスパートとしての知見が生み出す、

未来を見据えた創造性ある提案力。そして、それを裏づける技術力。

また、日々変化するデジタル社会に対応できるフレキシビリティもDACの強みです。

私たちは約束します。まだ見ぬ人と人、企業と企業がデジタルを通じてめぐり逢い、

共に新しい夢を描ける社会をつくっていくことを。すべての人が、デジタルで新しい幸せを見つけられるように。

The power of digital technology is transforming the world at an amazing speed with diversity.It changes the way we work 

and structure businesses.It shapes the society in a drastically new way.It will give shape to things no one had imagined 

or dreamed of before.Our mission at DAC is to empower the digital future of the world we live in: making it more dynamic 

while enriching its potential.Through our experience as a pioneer in the internet business and our knowledge as a digital 

expert,we offer future-ready ideas backed by our technology with fl exibility to respond to the constantly changing digital 

world.This is our promise: we help build a society where people, as well as businesses, who have never met before will 

come together to envision a better world, because we believe in the power of digital technology and the richness it brings.

ブランドステートメント   Brand Statement

2016年12月2日、DACは創立20周年を迎えます。

新しい時代に合った新しい価値を提供していくために

私たちは挑戦を続けます。

　DACは、2016年12月に創立20周年を迎えます。この節目の年に、創立以来代表取締役社長を

務めてきた矢嶋弘毅が代表取締役会長となり、私が代表取締役社長の任を引き継ぎました。

　デジタルの未来に、もっと力を。私たちはこのスローガンを大切にしてきました。この言葉の意味は

今後いよいよ重みを増していくはずです。デジタルの未来を自ら切り拓き、広告業界だけでなく、今後

いっそうデジタル化が進んでいく社会全体に「力」を与えること。それはこれからも私たちの変わらぬ

ビジョンであり続けます。

　一方、日々変化し続けるビジネス環境に対応し、新しい時代に合った新しい価値を提供できる

会社にDACを生まれ変わらせていくこともまた、私の重要な任務です。

　これまでの20年の蓄積を生かしながら、来るべき未来に向けて会社を飛躍させること。そのミッション

を果たすべく邁進してまいります。

　引き続きDACへのご支援、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

The year 2016 marks DAC’s 20th anniversary. 

Hirotake Yajima, who had been the President and CEO since 

the foundation of our company, became the Chairman and 

CEO, and I succeeded the President and COO. 

DAC Group Brand slogan, “Empowering the digital future”, 

has always been in our hearts and I believe that this slogan will 

motivate us even more. 

We must continue to break new grounds in this digital society, 

and instead of just focusing on the advertising industry, we 

must empower the whole society which is expected to be more 

and more data-driven in the future. This will continue to be our 

mission. 

Meanwhile, it is also essential to renew our company, so that 

we can create new values and ideas suitable for the upcoming 

era. By using our 20 years’ experiences and knowledge in 

this industry, we shall constantly move our company forward 

towards the future. We are fully determined to accomplish our 

mission, and we kindly ask for your continued support. 

December 2nd, 2016 marks DAC’s 20th anniversary.

We will keep on challenging ourselves so that we can continue to create

new values suitable for the upcoming era.

代表取締役社長COO  President & COO

島田 雅也  Masaya Shimada

ビジョン    Vision ご挨拶    Top Message
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DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）
東南アジア地域における、インターネット広告の戦略立案、
事業開発、市場リサーチ、グループ各社のアジア進出の支援

DAC ASIA PTE. LTD. (DAC ASIA)
Supports online advertising strategy, business development, 
market research, and the expansion of group companies in 
the Southeast Asian region.

I-DAC PTE. LTD.（i-dac）
東南アジア地域における、統合デジタルマーケティング
ソリューションなどの提供

I-DAC PTE. LTD. ( i-dac)
Provides comprehensive digital marketing solutions in the 
Southeast Asian region.

ユナイテッド株式会社
アドテク事業およびスマホコンテンツ事業

UNITED, Inc.
Engages in Ad-Tech business and smartphone content 
business.

Mothers 株式会社博報堂アイ・スタジオ
インターネット広告領域全般における企画制作、
システム開発、CRM事業

HAKUHODO i-studio Inc.
Engages in production, system development and CRM 
(Customer Relationship Management) services for the entire 
online advertising fi eld.

株式会社プラットフォーム・ワン
インターネット広告取引のプラットフォームサービスの提供

Platform One Inc.
Provides platforms for online advertising trading.

株式会社アド・プロ
インターネット広告におけるスケジュール管理、送稿、
掲載確認などの進行管理業務の提供

ADPRO inc.
Provides operational services for online advertising, including 
schedule management, sending ad data and placement 
confi rmation.

株式会社トーチライト
オウンドメディアと広告を中心としたソーシャルメディアの
活用支援サービスを提供

Torchlight Inc.
Provides services supporting the utilization of social media 
including owned media and ad.

北京迪愛慈広告有限公司（北京DAC）
中国におけるインターネット広告事業

D.A.Consortium Beijing CO., LTD. 
(DAC Beijing)
Engages in online advertising business in China. 

アドイノベーション株式会社
スマートフォン向けマーケティング事業、広告効果
測定ツール事業、メディアコンサルティング事業

Adinnovation Inc. 
Engages in marketing business for smartphones, 
ad tracking tool business for smartphones, 
media consulting business.

株式会社メンバーズ

Webサイト構築・運用、ソーシャルメディア活用
支援等を通じたデジタルマーケティング事業

Members Co., Ltd.
Engages in web integration service, social media 
marketing service, and support service of digital 
marketing.

ベビカム株式会社
育児サイト「ベビカム」や、コミュニティサイトの企画、
制作、運営代行などの各種サービス事業

Babycome, Inc.
Engages in services for planning, creating, and 
operating community sites.

Innity Corporation Berhad

東南アジア地域におけるオンラインマーケティング
プラットフォームおよびテクノロジーの提供

Innity Corporation Berhad 
Provides interactive online marketing platforms and 
technologies in the Southeast Asian region.

マレーシア証券市場

株式会社スパイスボックス
デジタル・コミュニケーション・デザインにおける
マーケティングおよびコンサルティング

spicebox, inc.
Provides marketing and consultation services for 
digital communications design.

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

D.A.Consortium Inc.

デジタルカタパルト株式会社
PC・モバイル向けデジタルコンテンツ（コミック等）の
制作・配信

Digital Catapult Inc.
Provides digital content-serving and creative services 
for PC and mobile.

株式会社オウチーノ
不動産サイトの企画・制作・運営および
広告代理事業

O-uccino, Inc.
Engages in ad agency, planning, creating, and 
operating real estate websites.

Mothers

株式会社ゆめみ
モバイルサービスの企画・開発・運営・コンサルティング

YUMEMI Inc.
Provides mobile-related planning, development, 
operation and consultation services.

株式会社ビデオリサーチ
インタラクティブ
ネット広告視聴率調査、広告効果測定ツールの提供

Video Research Interactive Inc.
Provides internet audience measurements and 
provides ad servers.

株式会社mediba
モバイルメディアレップ、モバイルコンテンツの
企画・編成・制作

mediba Inc.
Provides planning, organization and creation services 
as a mobile media representative.

名証二部

データスタジアム株式会社
スポーツデータおよび関連ソリューションの
開発・提供

Data Stadium Inc.
Provides and develops sports data contents and 
related solutions.

データセクション株式会社
インターネット上における消費者のクチコミや評判を
収集、分析するサービスを提供

Datasection Inc.
Provides online consumer and reputation analysis 
services. 

Mothers

株式会社ココア
3D仮想空間サービス「meet-me」の運営

Co-Core Inc.
Operates the 3-D visual space website “meet-me.”

ZEDO, Inc.
媒体社向けアドサーバーの開発・提供、
動画広告フォーマットの開発・提供

ZEDO, Inc.
Provides and develops ad server and video ad 
format for media companies.

株式会社ユビレジ
iPadを活用したSaaS型POSシステム

「Ubiregi （ユビレジ）」の開発・提供

Ubiregi Inc.
Provides Ubiregi which is an iPad POS (Point of 
Sales) Application and cloud based platform.

株式会社インフォバーン  
グループ本社
企業のデジタルブランディングを成功に導く
デジタルエージェンシー

INFOBAHN Group Inc.
A digital agency that brings your brand to success.

IPONWEB Holdings Limited
各種広告技術、広告技術クラウドサービスの開発、
コンサルティングサービスの提供

IPONWEB Holdings Limited
Develops various ad technologies and cloud 
advertisement solution and provides consulting 
service.

株式会社Origami
次世代eコマースプラットフォーム「Origami」の
企画・運営

Origami Inc.
Provides planning and administration of the 
next-generation e-commerce platform “Origami”.

Yummy Japan株式会社
YouTubeチャンネル運営事業、Web動画制作
事業、広告宣伝事業等

Yummy Japan Inc.
Provides YouTube channel management,web-based 
video production,web-based PR and advertising.

株式会社ALBERT
分析力をコアとし、独自開発のレコメンドエンジンや
広告最適化ソリューションを提供

ALBERT Inc.
Provides “Recommendation engine” developed 
in-house and advertising optimization solutions 
using core analytical abilities.

livepass株式会社
動画を用いた新しいパーソナルマーケティング
プラットフォームの提供

livepass Inc.
Provides next generation personal video marketing 
platform company.

株式会社グライダーアソシエイツ
キュレーションマガジン「antenna*」の企画、運営

GLIDER associates, INC.
Engages in planning and administration of curation 
magazine “antenna*”

Mothers

株式会社Handy Marketing
マーケティングソリューション研究・開発・分析事業

Handy Marketing Inc.
Engages in marketing Solutions research, 
development, and analysis business.

東証二部

台灣迪艾思股　有限公司（台湾DAC）
台湾におけるインターネット広告事業

D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC.
(DAC Taiwan)
Engages in online advertising business in Taiwan.

持分法適用関連会社   Equity-method Affiliates

その他の主な出資会社   Other companies in which DAC invests

連結子会社   Consolidated Subsidiaries

メディアサービス事業
Online Media Transaction Related Business 

DAS事業（DAS=Diversified Advertising Service）
Diversifi ed Advertising Service

オペレーションサービス事業
Ad Operations Business

インターネット広告取引に関するあらゆるサービスの提供
Provides various services to support the transactions 
necessary for online advertising. 

媒体社の広告収益・メディア価値の向上や、広告会社・広告主の
ROI（Return On Investment）を最大化するサービスの提供
Provides services to maximize the ROI (Return On Investment) of ad agencies and 
advertisers, improve media value, and raise the publisher’s online advertising revenue.

インターネット広告枠の発注からスケジュール管理、掲載確認までの
進行管理のトータル支援サービスの提供
Provides services to support and manage the entire advertising process, ranging 
from ordering advertising spot online, managing schedules, to the fi nal reporting.

DACグループ紹介    DAC Group Overview
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広告配信の接続先
Connection Point for 

Advertisement Distribution

外部アライランス
External Alliances

インターネット広告に特化したメディアレップとして、広告主、広告会社、媒体社のニーズを踏まえ、
広告枠の仕入・販売、プランニング、広告原稿の管理、レポート提出までトータルに支援しています。
As a media representative that specializes in online advertisements, we support the whole online advertising process from purchasing and selling advertising 

space, media planning, manuscript management, and to submitting reports serving for the advertisers, ad agencies, and the publishers.

メディアプランニング

蓄積された豊富な媒体データ、
広告配信実績などを基に、
的確なプランニングを行います。

Media Planning
DAC conducts precise planning based on 
its wealth of accumulated media data and 
advertising experiences.

進行管理

月およそ3,500件の案件に対応。
ダブルチェック体制の下で、
正確な掲載確認・開始報告を行います。

Progress Management
DAC handles about 3,500 ad campaigns 
each month. With a double-check sys-
tem, DAC confirms accurate placement 
and report the beginning of ad operations.

レポーティング

広告掲載レポートや第三者配信による
アトリビューション分析など、
多彩なレポーティングを行います。

Reporting
DAC provides diverse reporting includ-
ing ad placement reports and attribution 
analyses by third-party ad serving.

 主な業務内容  Core Operations
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 広告出稿の流れ  Advertising Placement Flow

広告主
Advertisers

広告会社
Ad Agencies

メディアレップ
Media Representative

媒体社
（メディア）

Media

Yahoo!

Google

LINE

Facebook

Twitter

MSN

etc.

・購買情報
Purchasing Record

・ロケーションデータ
Location Data

・パネル情報
Panel Information

・アプリデータ
Application Data

・顧客CRM
Customer Relationship 

  Management

・検索データ
Search Data

・ソーシャルメディア
Social Media

・TV情報データ
TV Information Data

 データアライアンスの概要  About Data Alliance

 「AudienceOne®」の特長  Characteristics of AudienceOne®

圧倒的データ量
Overwhelming amount of data

データのバラエティ=データの質
Wide range of data 

means good-quality data

精度の高いモデル実装
Highly accurate model 

implementation

柔軟なデータカスタマイズ
Flexible Data Customization 

国内最大級のデータ量 クラスタ分類で属性・嗜好性を評価 国立情報学研究所との共同研究による
高精度な拡張アルゴリズムを実装

戦略ターゲットの与件に応じ、ログベース
でオーディエンスのフルカスタム可能

One of the largest amount of data in Japan Evaluates the attributes and the interests by 
cluster classification

Implements a highly accurate expansion 
algorithm based on a joint research with the 
National Institute of Informatics

Depending on the given condition of a strategic 
target, it is possible to fully customize the 
audience targeting.

国内最大級のデータ・マネジメント・プラットフォーム（DMP）「AudienceOne®」では、オンライン上に限らず位置情報データなどオフライン

データとの連携を拡大しています。DACはターゲティング広告配信システムの特許を取得するなど、新たな広告商品の開発に取り組んでいます。

In one of our nation’s largest data management platform (DMP), AudienceOne®, we are tying online and offline data such as location information data together. DAC 

has currently obtained patents for the targeted advertising distribution system, and we continue to develop more new advertising products.

パートナー企業の保有する
データの価値化を実現
Adding values to the data 

our partner company owns

豊富な広告配信による
データマネタイズ
Data monetization by distributing 

abundant Advertisements

・DSP
Demand Side Platform

外部DSP
External Demand Side 
Platform

・ソーシャルメディア
Social Media

→
各ソーシャルメディア
Various Types of 
Social Media

・メッセージングサービス
Messaging Services

→
各メッセージングサービス
Various Types of 
Messaging Services

・アドネットワーク
Ad Network

・各種メディア
Each Media

マーケティングにおけるデータ活用が本格化する中で、様々なサービスやソリューションを提供し、
効果的なマーケティングコミュニケーションを実現しています。
Since data driven marketing is more and more important than ever, DAC provides various services and solutions to contribute to effective marketing communication.

Data IN Data OUT

事業概要    Business domain  
メディアサービス事業  Online Media Transaction Related Business

  
DAS事業  Diversifi ed Advertising Service ̶ データドリブンマーケティングの取り組み  Data Driven Marketing
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DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）＜シンガポール＞
東南アジア地域におけるインターネット広告の戦略立案、事業開発、
市場リサーチ、グループ各社のアジア進出の支援
DAC ASIA PTE. LTD. (DAC ASIA) <Singapore>
Supports online advertising strategy, business development, market research, 
and the expansion of group companies in the Southeast Asian region

I-DAC PTE. LTD.（i-dac）＜シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア＞
東南アジア地域における、統合デジタルマーケティングソリューションの提供
I-DAC PTE. LTD. (i-dac) <Singapore, Malaysia,Thailand,Indonesia>
Comprehensive digital marketing solutions in the Southeast Asian region

Innity Corporation Berhad
＜マレーシア・シンガポール・インドネシア・タイ・ベトナム・フィリピン・中国・香港・台湾＞
東南アジア地域におけるオンラインマーケティングプラットフォームおよびテクノロジーの提供
Innity Corporation Berhad
<Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam,Philippines, China, Hong Kong, Taiwan>
Provides interactive online marketing platforms and technologies in the Southeast Asian region

DACニューヨークオフィス ＜ニューヨーク＞
インターネット広告の最先端の情報収集や提携先の開拓
DAC New York Office <New York>
Collects information on the latest in online advertising and develops pertnerships

USA

DACグループは、中国・米国・東南アジアを中心に、
グローバルにデジタル広告ビジネスを展開しています。
The DAC Group is expanding its digital advertising business globally with a focus on China, U.S. and Southeast Asia.

株式会社グライダーアソシエイツが運営するキュレー

ションマガジン。スマートフォンをメインに、信頼性・芸術性

に長けたメディアの良質な情報とユーザーとの出逢いの

場を創出します。

This is a so-called “curation magazine” owned by GLIDER associates 
Inc. Mainly by using smartphones, people can access high-quality 
information and make contact with other users through reliable and 
creative media.

antenna*（アンテナ）

画面をタップするだけの簡単操作でパネルを壊していく、

最大4人まで協力プレイが 可能なロールプレイング

ゲーム。ユナイテッド株式会社と、出資先であり、開発元の

ワンダープラネット株式会社との共同事業で、2015年7月

より提供開始し、世界累計600万DLを突破しました。

This is a role-playing game that can include 4 players at maximum. 
Players can destroy the panels one by one, just by tapping the 
screen. UNITED, Inc. and the investee, WonderPlanet Inc. joined 
hands and began its distribution from July 2015 and reached more 
than 6 million downloads. 

Crash Fever（クラッシュフィーバー）

媒体社の広告収益・メディア価値の向上や、広告会社・広告主の
ROI（Retern On Investment）を最大化するさまざまなサービスを提供しています。
In order to boost advertising revenue of a publisher, and improve media values, we provide various services 

to maximize the ROI (Return on Investment) of ad agencies and advertisers.

グローバル    Global
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 主なテクノロジーサービス  Main Technology Services

 【媒体社向け統合プラットフォーム】

FlexOne®

媒体社の広告配信の運用効率を向上させる統合プラットフォームです。
業界標準の広告フォーマットに加え、新しい広告フォーマットにも柔軟に
対応し、媒体社のインターネットビジネスの拡大を促進します。
[Integrated Platform for Media Companies]
An integrated platform for media companies to upgrade the operational 
effi ciency of ad delivery. Compatible with new ad formats in addition to 
industry standard ad formats in a fl exible manner, helping expand the online 
businesses of media companies.

 【メディアプランニングシステム】

 XmediaOne
AD-Visor® NEXT
ハイブリッドメディアプランニングを支援する統合プラットフォームです。
広告会社のプランニングからレポーティングまでの一連のオペレーション
において、効率的な運用を可能にします。
[Media Planning System]
This is an integrated platform that supports hybrid media planning. This 
platform allows the advertising companies to operate more effectively when 
they go through a series of operations ranging from planning to business 
reporting.

 【デマンドサイドプラットフォーム（DSP）】

MarketOne®

広告配信を最適化するDSPです。RTB、アドネットワーク群でeCPMの最も
高い広告を優先配信し、広告収益を最大化します。
[Demand Side Platform]
The DSP optimizes ad delivery. It gives priority to the distribution of adver-
tisements with the highest effective Cost Per Mill (eCPM) using RTB and ad 
network groups, and maximizes advertising revenues.

 【サプライサイドプラットフォーム（SSP）】

YIELD ONE®

広告配信を最適化するSSPです。RTB、アドネットワーク群で1回の広告
表示に対し収益額の最も高い広告を優先配信し、広告収益を最大化します。
[Supply Side Platform]
The SSP optimizes ad delivery. It gives priority to ad delivery with the high-
est revenue per display using RTB and ad network groups.

 【データ・マネジメント・プラットフォーム】

 AudienceOne®

月間4.5億ユニークブラウザのデータを保有するデータ・マネジメント・プラ
ットフォームです。広告出稿時に取得できるデータ等を用途に応じて活用
可能です。
[Data Management Platform]
A data management platform retaining data on 450 million Unique Brows-
ers per month. It enables use of data etc. which are collected when ads are 
placed, to suit the user’s purpose.

 【オウンドメディアソーシャル化ツール】

GIGYA
ブランド認知の向上、会員獲得、ロイヤリティやLTVの向上などを達成するため、
オウンドメディアのソーシャル化を実施し、強化をするためのサービスです。エンド
ユーザーとの関係強化を実現するためのあらゆるソリューションを提供しています。
[Owned Media Socializing Tools]
A service structured to implement and strengthen “socialization” of owned 
media to promote brand awareness, recruit members, boost loyalty and 
LTV, and achieve other goals. It provides every kind of solution in order to 
strengthen relations with end users.

 【ソーシャル広告運用支援ツール】

Sherpa
Twitter、Facebook、Instagramといったソーシャルメディアに対し、広告
配信、ターゲットオーディエンス管理、運用最適化が行える広告運用支援
ツールです。また、Twitter社からはTwitter Official Partnerに認定、
Facebook社からはInstagram PartnerおよびFacebook Marketing 
Partnerとして認定されています。
[Tools to Support Social Advertising Operations]
Sherpa supports social media such as Twitter and Facebook, Instagram 
in advertising operations with it’s capabilities of distributing ads, managing 
target audiences and optimizing operations. Sherpa has also been certifi ed 
as a Twitter Offi cial Partner by Twitter,Inc. and is Instagram Partner, 
Facebook Marketing Partner by Facebook, Inc.

 【広告業務管理システム】

 ad-meister™
広告枠の在庫管理、受発注管理、媒体側の広告掲載規約への適合など
媒体社が広告業務に必須となる進行管理業務をサポートし、業務の効率化
を実現します。
[Advertising Works Management System]
The system supports and improves the effi ciency of advertising inventory 
management, order placement and receipt management, compliance with 
media ad placement rules, and other progress management required for 
the advertising works of media companies.

 【メッセージ管理ソリューション】

DialogOne
LINEやFacebookメッセンジャーなどのメッセージングサービスにおい
て、ユーザーと企業との1対1のコミュニケーションを可能にするメッセージ
管理ソリューションです。高いリーチを獲得するだけでなく、ユーザーひとり
ひとりに対して最適なメッセージ配信が可能です。
[Message Management Solutions]
The solutions enable one-on-one communication between users and compa-
nies through messaging services including LINE, Facebook Messenger. They 
not only help achieve high reach but also provide each user with optimum 
message delivery.

広告会社向けサービス  Services for Ad Agencies

広告配信を最適化するSSPです。RTB、アドネットワーク群で1回の広告 広告枠の在庫管理、受発注管理、媒体側の広告掲載規約への適合など
媒体社が広告業務に必須となる進行管理業務をサポートし、業務の効率化

 【デマンドサイドプラットフォーム（DSP）】

広告配信を最適化するDSPです。RTB、アドネットワーク群でeCPMの最も

月間4.5億ユニークブラウザのデータを保有するデータ・マネジメント・プラ
ットフォームです。広告出稿時に取得できるデータ等を用途に応じて活用

媒体社向けサービス  Services for Media Companies

媒体社・広告会社向けサービス  Services for Media Companies and Ad Agencies

北京迪愛慈広告有限公司（北京DAC）＜北京・上海＞
中国におけるインターネット広告事業
D.A.Consortium Beijing CO., LTD. (DAC Beijing) <Beijing, Shanghai>
Online advertising business in China 

愛思奇奥网絡信息技術（北京）有限公司（北京i-studio）＜北京・上海＞
中国におけるデジタルソリューションの提供
i-studio Network Information Technology (Beijing) Co., Ltd. (i-studio Beijing) <Beijing, Shanghai>
Provides digital solutions in China

Asia

メディア、コンテンツなどを開発し、生活者へ直接サービスを提供しています。
DAC Group provides services directly to consumers by developing original media and contents.

 メディア  Media

企業のメッセージ等を明確に伝えるためのクリエイティブサービスを提供しています。
We provide creative services which allow the companies to send out their message clearly.

 クリエイティブ  Creative

PT DATA ARTS XPERIENCE (DAX) ＜インドネシア＞
東南アジア地域におけるマーケティングソリューション事業
PT DATA ARTS XPERIENCE (DAX ) <Indonesia>
Provides marketing solutions in the Southeast Asian region

長春市恵海信息技術有限公司（長春アド・プロ）＜長春・大連＞
広告オペレーションのアウトソーシング受託、システムオフショア開発
Huihai Info-Tech (Changchun) Co., Ltd. (ADPRO Changchun) <Changchun, Dalian> 
Conducts outsourced ad operations and offshore systems development

台灣迪艾思股　有限公司（台湾DAC）＜台湾＞
台湾におけるインターネット広告事業
D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC. (DAC Taiwan) <Taiwan>
Online advertising business in Taiwan

アドテクノロジーやクリエイティブの力を用いて、生活者にとって適切で価値あるコンテンツを提供
することで、広告主と生活者のエンゲージメントを高めるマーケティング戦略の支援をしています。
By using ad technologies and imageries, we provide valuable content suitable for the consumers to support the marketing strategies that strengthen 

the relationship between the consumers and the advertisers. 

主な受賞履歴　Awards

2015年度

カンヌINNOVATION CANNES INNOVATION

コードアワード 2015 CODE AWARD 2015

釜山国際広告祭 2015 AD STARS

W3 Awards W3 Awards

ADFEST ADFEST

Yahoo! JAPAN  インターネット 
クリエイティブアワード

Yahoo! JAPAN  Internet 
Creative Award

2016年度

第37回 2016 日本BtoB広告賞 BtoB Advertising Award

博報堂アイ・スタジオは、Ｗｅｂの制作に留まらず、リアルな場を含めたマルチ

タッチポイントでの統合的なデジタルマーケティングをプロデュースするクリエ

イティブ企業です。ASEANを中心にクロスボーダー事業を展開し、AIを活用し

たコミュニケーション設計、またプロトタイプをビジネス化する組織の設立など、

新しい価値創造にも積極的に取り組んでいます。また、これまで数多くの広告賞

を受賞し、国内外で評価を得ています。

Hakuhodo i-studio not only creates websites, but also offers creative digital services such as 
integrated digital marketing using multi-touch point technology. 
The company expanded its cross-border business mainly throughout the ASEAN region. They 
have been passionate about creating new values by communication designs involving AIs, and 
by establishing an organization which turns prototypes into real businesses. Hakuhodo i-studio 
has won numerous prizes, and it is known for its outstanding works internationally. 

株式会社博報堂アイ・スタジオ　HAKUHODO i-studio Inc.

事業概要    Business domain  
DAS事業  Diversifi ed Advertising Service ̶ アドテクノロジー  Ad Technology

  
DAS事業  Diversifi ed Advertising Service ̶ コンテンツマーケティング  Contents Marketing



社名 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 Company 
Name

D.A.Consortium Inc.

設立 1996年12月2日 Established December 2, 1996

資本金 4,031百万円 Capital 4,031 million yen

所在地 [東京本社]
〒150-6033 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号  
YGPタワー33F
TEL: 03-5449-6300

Address [Tokyo Head Office]

YGP Tower, 33F, 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-6033, JAPAN

TEL: +81-3-5449-6300

[関西支社] ※2017年4月24日移転
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
中之島フェスティバルタワー20F
TEL：06-6220-1031

[Kansai Office]  ※Moving on April 24, 2017

Nakanoshima Festival Tower, 20F, 2-3-18 Nakanoshima, Kita-ku,

Osaka-shi, Osaka 530-0005, JAPAN

TEL: +81-6-6220-1031

[中部支社]
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目4番15号 
鏡栄ビル4F
TEL: 052-249-3340

[Chubu Office]

Kyoei Bldg.,4F, 3-4-15 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, 

Aichi 460-0008, JAPAN

TEL: +81-52-249-3340

[九州支社]
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴一丁目1番3号  
リクルート天神ビル5F
TEL: 092-406-3351

[Kyushu Office]

Recruit Tenjin Bldg., 5F, 1-1-3 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 

Fukuoka 810-0073, JAPAN

TEL: +81-92-406-3351

[ニューヨークオフィス] 
Ｃ/Ｏ ARCtangent. Inc.
55 Broad Street 18th Floor  New York, 
NY 10004-2501 USA

[New York Office]

C/O ARCtangent. Inc.

55 Broad Street 18th Floor  New York, 

NY 10004-2501 USA

役員一覧 Board of Directors and Corporate Auditors

取締役 代表取締役会長CEO 矢 嶋  弘 毅 Board of
Directors

Chairman & CEO HIROTAKE YAJIMA

代表取締役社長COO 島 田  雅 也 President & COO MASAYA SHIMADA

取締役副社長 相 坂  勇 人 Executive Vice President HAYATO SOZAKA

専務取締役CMO 徳 久  昭 彦 Chief Marketing Officer AKIHIKO TOKUHISA

専務取締役CFO 大 塔  達 也 Chief Financial Officer TATSUYA DAITO

取締役執行役員 豊 福  直 紀 Executive Officer NAOKI TOYOFUKU

取締役執行役員 上 原  直 人 Executive Officer NAOTO UEHARA

取締役執行役員 田 中  雄 三 Executive Officer YUZO TANAKA

取締役執行役員 鈴 木    誠 Executive Officer MAKOTO SUZUKI

取締役（非常勤） 紺 野  俊 介 Director SHUNSUKE KONNO

取締役（非常勤） 高 梨  秀 一 Director SHUICHI TAKANASHI

取締役（非常勤） 辻  輝 Director AKIRA TSUJI

取締役（非常勤） 安 藤  元 博 Director MOTOHIRO ANDO

取締役（非常勤） ジェイムス  ブルース Director BRUCE JAMES

監査役 監査役（常勤） 寺 井  久 春 Board of
Corporate
Auditors

Auditor HISAHARU TERAI

社外監査役（常勤） 森 嶋  士 郎 Auditor (Outside) SHIRO MORISHIMA

役職員数 単体：459名   連結：1,746名　［2016年12月31日時点］
※役員・職員・契約社員・派遣社員などの総計

Number of
Staff

459 (non-consolidated); 1,746 (consolidated)  [As of December 31, 2016]

※Total number of directors, employees, contract employees, temporary 

employees, etc. 

業務内容 メディアサービス事業
ソリューションサービス事業
オペレーションサービス事業

Scope of
Business

・Online Media Transaction Related Business

・Solution Business

・Ad Operations Business

会社概要    Corporate Data & Organization   （2017年4月1日時点   As of April 1, 2017）

1996 12月 December （株）博報堂、（株）旭通信社（現（株）アサツーディ・ケイ）、第一企画（株）（同）、
（株）デジタルガレージ、（株）読売広告社、（株）アイアンドエス（現（株）アイアンド

エス・ビービーディオー）、（株）徳間書店の共同出資により当社を設立

D.A.Consortium Inc. was established through joint investment by HAKUHODO 
Inc., ASATSU INC. (now ASATSU-DK INC.), Dai-ichi Kikaku Co., Ltd. (now 
ASATSU-DK INC.), Digital Garage Inc., YOMIKO ADVERTISING Inc., I&S (now 
I&S BBDO Inc.) and TOKUMA SHOTEN PUBLISHING CO., LTD.

1998 3月 March （株）大広、（株）日本経済社がコンソーシアム代理店に参加 Daiko Advertising, Inc. and Nikkeisha, Inc. joined the Consortium's agency network.

2000 12月 December 関西支社を開設 Opened the Kansai Office.

2001 7月 July ナスダック・ジャパン市場（現 JASDAQ）に上場 Listed on NASDAQ Japan (now the JASDAQ ).

10月 October ニューヨークオフィスを開設 Opened the New York Office.

2004 12月 December （株）アド・プロを設立 Subsidiary, ADPRO inc.

2005 10月 October 中国に北京迪愛慈商務諮詢有限公司を設立
（現 北京迪愛慈広告有限公司：北京DAC）

Established a company in China named 北京迪愛慈商務諮詢有限公司
 (now DAC Beijing).

2007 1月 January 九州支社を開設 Opened the Kyushu Office.

12月 December （株）アイレップとの共同出資により、（株）レリバンシー・プラスを設立 Joint partnership with IREP Co., Ltd. to establish Relevancy-Plus Inc.

2008 2月 February 在京主要テレビ局および（株）日本経済新聞デジタルメディアに
第三者割当を実施

Third-party allotment of shares to major TV stations in Tokyo and 
Nikkei Digital Media, Inc.

6月 June 中部支社を開設 Opened the Chubu Office.

2009 2月 February （株）博報堂アイ・スタジオを連結子会社化
（株）博報堂に第三者割当増資を実施し、（株）博報堂DYホールディングスの

連結子会社となる

Consolidated HAKUHODO i-studio Inc. as a subsidiary.
Carried out a third-party allotment of shares to HAKUHODO Inc., making 
D.A. Consortium a consolidated subsidiary of Hakuhodo DY Holdings Inc.

5月 May （株）エルゴ･ブレインズが（株）インタースパイアを吸収合併し、
商号を（株）スパイアに変更

Ergo-Brains, Inc. absorbed Interspire, Inc., and was renamed to SPiRE, Inc.

6月 June 広告会社向けアドマーケットプレイス「MarketOne®」のサービス提供を開始
（株）アイレップを持分法適用関連会社化

Launched “MarketOne®”, an online ad marketplace open to ad agencies.
IREP Co., Ltd. became an equity-method affiliate.

2010 12月 December （株）アイレップを連結子会社化 Consolidated IREP Co., Ltd. as a subsidiary.

2011 2月 February （株）プラットフォーム・ワンを設立 Established Platform One Inc. 

12月 December （株）トーチライトを連結子会社化 Consolidated support services company Torchlight Inc. as a subsidiary. 

2012 3月 March ngi group（株）（モーションビート（株））を連結子会社化 Consolidated the ngi group, Inc. (motionBEAT Inc.), as a subsidiary.

5月 May DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）を設立 Established DAC ASIA PTE. LTD. 

6月 June Innity Corporation Berhadと資本業務提携 Concluded capital and operating alliance with Innity Corporation Berhad.

7月 July DACアジアとInnityの合弁でI-DAC PTE. LTD.を設立 DAC ASIA PTE. LTD. and Innity Corporation Berhad established the joint venture 
I-DAC PTE. LTD. 

12月 December モーションビート（株）と（株）スパイアが合併、
商号をユナイテッド（株）に変更

motionBEAT Inc. and SPiRE Inc. merged, with corporate name changed to 
UNITED Inc.

2014 1月 January 「WiL 1号ファンド」への出資を決定
アドイノベーション（株）に出資し、持分法適用関連会社化

Decision to proceed with an investment to “WiL Fund I,L.P.”
Made an investment to Adinnovation Inc., and consolidated into an equity-method affiliate.

11月 November livepass（株）に出資し、持分法適用関連会社化 Made an investment to livepass Inc., and consolidated into an equity-method affiliate.

2015 5月 May Yummy Japan（株）に出資 Made an investment to Yummy Japan Inc.

8月 August （株）グライダーアソシエイツに出資 Made an investment to GLIDER associates, INC.

2016 3月 March （株）ユビレジに出資 Made an investment to Ubiregi Inc.

4月 April （株）博報堂DYメディアパートナーズ、ヤフー（株）と共同で、
（株）Handy Marketingを設立

Established Handy Marketing Inc. with Hakuhodo DY Media Partners Inc. 
and Yahoo Japan Corporation.

8月 August 台灣迪艾思股　有限公司（台湾DAC）を設立 Established D.A.COSORTIUM TAIWAN INC.

10月 October （株）アイレップと共同持株会社 D.A.コンソーシアムホールディングス（株）を設立 Established D.A. Consortium Holdings Inc. with IREP Co.,Ltd.

11月 November 米国にYengage Corporationを設立 Established a company in USA named Yengage Corporation.

2017 2月 February DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANYを連結子会社化 Consolidated DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY as a subsidiary.

FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
会計年度（百万円） For the fiscal year (Millions of Yen)

売上高 Net sales 82,785 96,319 105,335 117,463 144,980
売上総利益 Gross profit 11,783 14,188 14,392 16,400 20,555
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 9,548 12,530 12,411 14,153 15,492
営業利益 Operating income 2,234 1,658 1,980 2,246 5,062
経常利益 Ordinary income 2,295 1,704 2,017 2,518 4,974
親会社株主に帰属する当期純利益 Net income 1,369 804 2,022 1,050 2,026

沿革    Corporate History

5年間の主要財務データ    Five-Year Core Financial Data


