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ad:tech tokyo 2012に向け、公式スマートフォンサイトをリニューアルオープン

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋弘毅、
以下 DAC）、株式会社 博報堂アイ・スタジオ（本社：東京都江東区、代表取締役：平林誠一、以下博報堂
アイ・スタジオ） 、ディーエムジー・イベンツ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：武富
正人、以下 dmg）は、2012 年 10 月 30 日（火）～31 日（水）に開催される、デジタルマーケティングカンファレ
ンス『ad:tech tokyo 2012（主催 dmg::events）』の公式スマートフォンサイトを、この度リニューアルオープンい
たしました。また、DAC は昨年に引き続き、当イベントに出展およびスピーカー登壇することとなりましたので、
お知らせいたします。

ad:tech とは
ad:tech は、世界のマーケティング・コミュニケーション業界に関わる人々が、互いの知識やスキル、テクノ
ロジーを共有し、イノベーションを産み出すグローバルカンファレンスで、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロ
ンドン、シンガポール、シドニー、メルボルン、ニューデリー、東京の各都市で開催されています。ad:tech は、
米国カリフォルニア州に本社を置く dmg::events（ディーエムジー・イベンツ）が運営しています。
第 4 回目となる ad:tech tokyo2012 では、世界を代表するマーケターが公式セッションに多数登壇するほ
か、多くの先端企業が出展し、多彩なセミナーやワークショップ等が実施される予定です。
◆ad:tech tokyo 2012 開催概要 （ http://www.adtech-tokyo.com/ja/ ）
日程： 2012年10月30日（火）～31日（水）
会場: 東京国際フォーラム
主催： ディーエムジー・イベンツ・ジャパン株式会社

公式スマートフォンサイトについて
DAC グループは 2009 年の初回開催より ad:tech tokyo に出展してきましたが、2011 年、同イベントへの
運営協力の一環として、スマートフォン向けの公式サイトを企画し、dmg 監修のもと、DAC と博報堂アイ・スタ
ジオで制作いたしました。
今年の ad:tech tokyo2012 の開催に合わせ、ユーザビリティの向上やコンテンツを拡張し、公式スマートフ
ォンサイトをリニューアルオープン致しましたので、是非ご覧ください。
本サイトでは、各カンファレンスのスケジュールやスピーカーの詳細情報の閲覧、ユーザが参加を予定し
ているカンファレンスのスケジュール登録が可能です。また、カンファレンスやスピーカーの紹介ページには、
Facebook「いいね！」ボタン、「mixi チェック」ボタンなど各種ソーシャルボタンを設けています。
また、当日来場された方に向け、ad:tech tokyo を更に楽しんで頂くためのスペシャルコンテンツをご用意
しており、開催期間中の限定で公開予定です。
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スマートフォンサイトの画面イメージ

サイト URL： http://www.adtech-tokyo.com/ja/

（スマートフォンでアクセスして下さい。）

出展・登壇概要
ad:tech tokyo2012において、DAC取締役CTOの徳久昭彦が、下記セッションに登壇いたします。また、
本年より開催されるLive Discussion! (※1)へは業界をリードするキーパーソンと共に、DACグループ及びDAC
のデジタルソリューション提供における海外パートナーが登壇予定です。
他にも、DACグループは今年も”FRUITS BEAR”としてad:tech tokyoへ出展いたします。今年のブースで
は、グループ各社のソリューションを題材にしたオープンセミナーを実施予定です。皆様のご来場を心より
お待ち申し上げます。
(※1) Live Discussion!とは今年より新たに開始される公式コンテンツの一つです。カンファレンスへの登壇者を中心に、カジュアルな雰
囲気のもと、カンファレンスとは異なった切り口でディスカッションを行います。

◆公式セッション概要 （ http://www.adtech-tokyo.com/ja/conference/session_detail/ssnDetail.html?id=C-1 より）
日 時： 2012年10月30日（火） 12:40 - 13:30
テーマ： 『DSP/RTBがもたらす新たなメディアバイイングの機会と期待』
RTBによるグローバルかつオープンな取引により大規模なリーチが実現され、DSPにおいて
はオーディエンスデータの利用も進んでいます。また、RTB/DSPはすでにスマートフォンに
も適応、動画（インストリーム）広告への対応も期待されています。しかし、そのパフォーマン
スの高さばかりに注目され、ブランドを重視する広告主やプレミアム媒体においては十分に
活用されているとはいえません。現状の課題を掘り下げつつ、今後の進化の方向性を探りま
す。
パネリスト（ラストネーム/アルファベット順、敬称略）：
川本 広二/

株式会社リクルート住まいカンパニー
住宅カンパニー SUUMOネット推進部 部長

村松 直樹/

グーグル株式会社
マーケティングテクノロジー営業部 統括部長

杉浦 友彦/

株式会社電通
ダイレクトマーケティング・ビジネス局デジタル・マーケティング室

戸井 精一郎/ 日本経済新聞社
デジタルビジネス局 局次長兼部長
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矢野 清人/

株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ
iメディア局 局長代理 兼 iメディア業務推進部 部長

モデレーター：
徳久 昭彦/

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 取締役CTO、
株式会社プラットフォーム・ワン 代表取締役社長CEO

◆Live Discussion!概要
日 時： 2012年10月30日（火） 15:30 - 16:20
テーマ： 『米国オンライン動画市場のエコシステムから学ぶ：動画コンテンツのデジタル化とマネタイ
ズ手法』
パネリスト（ラストネーム/アルファベット順、敬称略）：
Buddy Marini/ フールージャパンLLC
Hulu日本代表 マネージング・ディレクター
Deane Sadler/ Perform Media Sales Japan
Managing Director
Guy Spivack/ Kaltura Inc
Director of Strategic Business Development EMEA
Brett Wilson/ TubeMogul Inc
Co-founder and CEO
モデレーター：
菅沼 道彦/

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
e-ビジネス本部 テクノロジー戦略部 マネージャー

日 時： 2012年10月30日（火） 17:30 - 18:20
テーマ： 『RTB市場の次世代要素』
パネリスト（ラストネーム/アルファベット順、敬称略）：
友澤 大輔/

ヤフー株式会社
マーケティングイノベーション室 室長

Bryan St. John /

AdSafe Media, LLC.
Senior Vice President, International

Derek O'Neil/ IPONWEB
Chief Business Development Officer
金子 陽三/

モーションビート株式会社
代表執行役社長

モデレーター：
田辺 雄樹/

株式会社プラットフォーム・ワン
執行役員
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日 時： 2012年10月31日（水） 13:00 - 13:50
テーマ： 『ASEAN展開：エマージングマーケットで勝ち抜くために』
パネリスト（ラストネーム/アルファベット順、敬称略）：
Phang Chee Leong/ Innity Sdn.Bhd.
CEO&Founder
松本 龍祐/

株式会社コミュニティファクトリー
代表取締役

佐藤 俊介/

Satisfaction Guaranteed Pte
Founder&CEO

Rosalind Tan/ Crisp Media
VP, General Manager, Asia Pacific Region
モデレーター：
皆川 治子/

株式会社博報堂
エンゲージメントビジネスユニット テクノロジー推進部
タッチポイントエバンジェリスト

◆DACグループの出展ブースについて
DACグループのソリューションプロデュースユニット「FRUITSBEAR」により、最新の事例や新しいテク
ノロジーのデモンストレーション等を体験いただけるほか、DACグループの各社や海外のパートナーが
登壇し、国内外の最新事例や最先端のソリューションについてオープンセミナーを実施致します。

以

本件についてのお問い合わせ先：
デジタル･アドバタイジング･コンソーシアム株式会社
担当：戦略統括本部 広報担当 電話：03-5449-6300 e-mail： ir-inf@dac.co.jp
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