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DACは、インターネット広告の黎明期にあたる1996年の設立以来、市場の形成に携わり、業界をリードしてきました。
当社の主力事業が属するインターネット広告市場は、設立当時の60億円から、2018年には、1兆7,589億円にまで成長
しました。
この間、広告のみならず、企業のマーケティング活動やビジネス全般、さらには生活を取り巻くあらゆる場面において、
デジタル化が深く浸透し、その可能性はますます拡がっています。DACは、これからさらにデジタル化していく世の中で、
デジタルビジネスの先駆者として、人々の生活や企業のビジネス環境をよりよくしていく原動力であり続けたいという思い
から、以下のブランドスローガンおよびステートメントを策定し、それを体現するロゴマークを導入しております。

DACがデジタルを通じて社会に貢献できること - 「Empowering the digital future」のことばに込められた精神、デジタル
社会の未来に活力を与えるエネルギーやクリエイティビティの力を、象徴的に表現しています。

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。

DACは、デジタルの力を信じ、さらに活力を与えることで、社会に貢献してまいります。

■背景

■ロゴマークについて

■ブランドステートメント

■ブランドスローガン

Empowering the digital future
デジタルの未来に、もっと力を。

DACのビジョン
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DAC AD GUIDE  OCT. 2019
vol.3 SOLUTION SERVICE　 CONTENTS

  DACのビジョン

  vol.1 PREMIUM 
［プレミアム］

vol.2 TARGETING/LISTING
［ターゲティング/リスティング］

vol.3 SOLUTION SERVICE 
［ソリューションサービス］

DAC AD GUIDE OCT. 2019は、2019年10月～2019年12月の広告メニュー情報となります。
DAC AD GUIDEの表示価格は、消費税を含まない税抜価格となります。
掲載された内容については予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
DAC AD GUIDEの無断複製、転載、引用、編集、配信は固く禁じます。

DAC AD GUIDEデジタル版（PDF）

DAC AD GUIDEデジタル版の
ダウンロードは、こちらから https://www.dac.co.jp/adguide/

①DAC AD GUIDEデジタル版には、全体版と分冊版（vol.1 プレミアム、vol.2 ターゲティング / リスティ
ング、vol.3 ソリューションサービス）がございますので、用途に応じてご利用ください。また、4月、10月
の年2回発行予定ですので、更新の上、ご利用ください。

②DAC AD GUIDEデジタル版は、PC、スマートデバイス等のマルチデバイスでご利用いただけます。
　（ビューワーアプリをご利用ください）
③DAC AD GUIDEデジタル版の全ての端末での動作保証はいたしませんので、ご了承ください。

DAC AD GUIDE  OCT. 2019

https://www.dac.co.jp/adguide/
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ソリューションサービス

005 AudienceOne®

006 DialogOne®

007 XmediaOne®

008 FlexOne®

009 ad-meister™

010 NETStats!® / MOBILEStats!®

011 VIDEOStats!®

012 Tealium

013 Rtoaster

014 Braze（旧Appboy）

015 Adobe Experience Cloud

016 Adobe Creative Cloud

017 AdFlow / AdFlow BannerPool

018 Sizmek

019 スマートフォンアプリプロモーション

020 マーケティングオートメーション

021 マーケティングシステム構築
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ソリューションサービス

AudienceOne® 
https://solutions.dac.co.jp/audienceone

■国内最大規模の多様なオーディエンスデータ
ユーザーのWEB行動傾向から分析した属性や興味関心
データの他、 各方面データベンダーと連携した多様な
生活者データを、施策や分析に活用できる3rdパーティ
データとして保有しています。CV類似ユーザーや指定
キーワードユーザーのセグメント化など多様なニーズ
にマッチしたカスタマイズデータの生成も可能です。

■顧客データベースへのデータ提供サービス
　～ AudienceOne Discovery® ～
3rdパーティデータを企業様の顧客データベースに連携
し、自社の顧客データだけでは把握できない、ユーザー
の状態の分析/可視化を可能にします。最適なタイミン
グでの的確なユーザーアプローチを実現し、CRM施策
を高度化します。

■カスタムレポートサービス
AudienceOne®の管理画面上でご提供するレポートだ
けでなく、弊社専任のデータ解析士による分析レポー
トサービスをご提供いたします。各種マーケティング
施策の分析から仮説を検証し、次の施策の改善を推進
することが可能です。

AudienceOneⓇとは？

月間4.8億ユニークブラウザと1億以上のモバイル広告ID、2兆レコード以上の膨大な3rdパーティデータと、多様な
データパートナーから提供された専門領域データ（2ndパーティデータ）を保有し、そのデータを解析して高精度なセ
グメントデータを生成・提供する国内最大級のデータマネジメントプラットフォーム（DMP）です。広告出稿データ、
Webサイト、アプリ、ソーシャル、CRMツールなどの様々なデータを統合し、分析・可視化。豊富な連携チャネルを
用途に応じて利用する事が可能です。

データ マネジメント プラットフォーム

■配信プラットフォームへのセグメント連携サービス
　～ AudienceOne Connect® ～
AudienceOne®で生成した各種オーディエンスデータ
でWEBサイトやアプリ利用ユーザーを可視化し、広告
配信セグメントを作成。作成したセグメントをWEB/ア
プリなど様々な広告配信プラットフォームで広告配信に
利用できます。

https://solutions.dac.co.jp/audienceone
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ソリューションサービス

DialogOne®   
https://solutions.dac.co.jp/dialogone

■DialogOneⓇ 概念図

■ DialogOneⓇの特長

多数のアクティブユーザーへのリーチ
Emailの開封率低下等、CRMの主体はEmailからSNSプ
ラットフォームへと変化しています。代表的なSNSプ
ラットフォーマーである「LINE」や「Facebook」等を活
用して、多くのユーザーと接触し、関係構築することが
可能です。

ツール連携による様々なメッセージ配信
マーケティング・オートメーション、AIエンジン、
Beaconなどの様々な外部ツールと連携しており、新規
顧客獲得やユーザーをロイヤルカスタマー化させるため
のプラットフォームとしての機能が充実しております。

アカウント運用代行
DialogOne®の配信設定に加え、クリエイティブ制作お
よびシナリオ設計、アカウント設計等、アカウントの運
営に係る各種業務を代行し、全体最適を支援いたしま
す。

顧客DBとの連携によるOne to One メッセージ配信
企業の保有する顧客データベースと連携する事で、ユー
ザーをセグメント化し個別にメッセージ配信する事が可
能です。メッセージのやり取りやアンケート結果によっ
て、年齢や位置情報等を把握し、そのユーザーに合わせ
たメッセージを配信する事も可能です。

メッセージング管理ソリューション

DialogOneⓇとは？

LINEやFacebook Messengerなどメッセージングサービスを提供する各コミュニケーションプラットフォームと連
携したメッセージング管理ソリューションです。豊富な導入実績を誇り、網羅的な機能と高い技術力を活かしたカス
タマイズで企業のCRM施策を統合的に支援します。

https://solutions.dac.co.jp/dialogone
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ソリューションサービス

XmediaOne®   
https://solutions.dac.co.jp/xmediaone

■XmediaOneⓇが新たに提供する主な機能

ビューアビリティ計測にも対応する
統合ダッシュボード

プライベートマーケットプレイス（PMP）
取引対応

その他順次提供検討中の機能

配信システムや各メディアから提供されるレポートと連動する
ことで、予約型広告、運用型広告の実績を一元的に把握するこ
とができるダッシュボード機能を提供し、ビューアビリティ等
新たな効果指標の計測にも対応します。

※トラッキング機能は国際的な研究開発コンソーシアムである IAB Tech Lab の監査を受け、 「IAB Tech Lab Measurement Compliance 
Program」に認定されています。

　そのため、信頼性が高いレポートを確認できます。　 https://iabtechlab.com/measurement-compliance/

プレミアムな広告在庫取引を自動化し、一元管理します。媒体
社より登録された商品を選択し、単価等を媒体社と個別に交渉
することが可能となります。交渉成立後はMarketOneⓇをはじ
め各DSPへ自動的に連携します。

・予約型広告と運用型広告の最適な予算配分支援　など

XmediaOneⓇとは？

約2,000サイト/15,000メニューのメディアデータベースをもとに、予約型広告から運用型広告まで多様なメディア
のプランニングや、広告メニューの発注／買付け、入稿案件のステータス管理、広告出稿データのダッシュボード化
／分析まで、デジタル広告のメディア取引における一連の業務プロセスをトータルでサポートします。

統合メディアプランニング支援システム

他DSPなど

https://solutions.dac.co.jp/xmediaone
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ソリューションサービス

FlexOne®   
https://solutions.dac.co.jp/flexone

■ FlexOneⓇの強み

■ FlexOneⓇのサービス

■ FlexOneⓇの導入イメージ

第三者配信（3PAS）サービス
FlexOneⓇのリッチメディア広告フォーマットを第三者配信（3PAS）として提供しているサービスです。配信設定代行を
兼ねているため、媒体社は広告原稿を入稿し、発行される広告タグを広告枠に設定するだけで、多彩な広告を配信するこ
とが可能となります。
また、インリードビデオアドなど、広告枠不要のアウトバウンド型広告はページ内にタグを挿入するだけで配信できます。
リーチの拡大やブランディング効果を期待する広告主を獲得し、新たな収益源を創出する事が可能です。

アドサーバー

FlexOneⓇとは？

20年を超えるDACの広告商品開発ノウハウと、10年以上に渡る媒体社向け広告配信ソリューション提供ノウハウ
を駆使し、市場の変化とニーズに合わせてリッチ広告や動画広告にも対応したオールインワン・トータル広告配信ソ
リューションです。

媒体社向け広告配信ソリューション

アドサーバーとSSPの統合によるホリスティックオークション
SSP「YIELDONE」とServer to Serverで連携しているため、個別でSSPを導入することなく、運
用型広告を配信できます。予約型広告と運用型広告を総体的（ホリスティック）に最適化することで、
収益機会の最大活用をサポートします。

データを活用した広告配信
DMPのAudienceOneⓇとの連携により、オーディエンスターゲティング配信から、セグメント毎の
在庫予測、分析まで行う事ができます。
※AudienceOneⓇを導入することで連携可能になります。

充実したサポート体制
10 年以上に渡って培った媒体社向け広告配信ソリューション提供ノウハウを以って、FlexOneⓇの
初期導入から運用まで、ワンストップで対応します。また、DACグループによる配信設定代行サー
ビスも提供しております。
※オプションサービス

運用型広告の最適化を実現する
ホリスティックオークション機能搭載

AudienceOneⓇとの連携による
ターゲティング配信

第三者配信サーバー
インリードなどのリッチフォーマット

を活用した広告配信可能

https://solutions.dac.co.jp/flexone
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ソリューションサービス

ad-meister™   
https://solutions.dac.co.jp/ad-meister

■ ad-meister™ 概念図

■ ad-meister™ の特徴
進行管理業務の効率化・品質向上
進行管理業務のシステム化により、人為的ミスを軽減さ
せ業務コストの低減が可能。また業務上のミスや不正の
防止を実現し、内部統制の体制確立に備えることができ
ます。
FlexOneⓇとの連携もサポートしています。

在庫管理の精度向上
アドサーバーで配信したimp実績を引当に取り込み、未
来の引当をimp在庫の日別傾斜により再計算することで、
リアルなimp在庫情報を管理できます。

商品企画力・販売力の増強
取引情報の蓄積により、商品情報、取引先情報、売上デー
タの管理や分析が定量的な観点で可能になり、戦略的な
商品開発など、企画力が向上します。

ad-meister™ とは？

広告枠の在庫の管理、受発注管理、レギュレーションチェックなど、媒体社がインターネット広告業務に必要なオペ
レーションを全般的にサポートし、情報の一元管理と業務効率化を実現します。

広告販売管理システム

https://solutions.dac.co.jp/ad-meister
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ソリューションサービス

NETStats!®/ MOBILEStats!®   
https://solutions.dac.co.jp/stats-series

■商材分析に対応
企業単位だけでなく、商材毎の出稿量を調査することが可能で
す。出稿サイトやメニューから出稿傾向を確認できたり、ラン
ディングページのデータなどから各商材の特性を分析すること
ができます。
※ 分析結果（ランキング一覧やグラフ）は Excel へダウンロード可能です。

クライアントの出稿状況をサマリで表示、どのような媒体に
出稿しているか、傾向を一目で読み取ることができます。

■出稿媒体傾向サマリ

■出稿メニュー調査
純広告のほか、アドネットワークメニューも取得しております。
各企業がどこに出稿しているか、サイト毎だけでなく、
細かなメニュー毎まで調査できます。
※アドネットワークの出稿量・出稿金額の推計には対応しておりません。

■出稿量ランキング
出稿金額や出稿量をもとに様々な分析方法でランキングを表
示。クライアントの出稿状況を時系列で表示することができる
ので、季節変動や業種ごとの特徴を把握することが可能です。
複数の企業を選択しグラフ化して、推移を比較することもでき
ます。

NETStats!®の出稿量推計プログラムは
特許を取得しております。
（特許番号　第5238612号）

NETStats! ®詳細画面例

MOBILEStats!® 詳細画面例

NETStats!Ⓡ / MOBILE Stats!Ⓡとは？

XmediaOneⓇの有する「広告掲載面データ」や「広告メニューデータ」をベースとして、広告出稿データを算出します。
広告出稿状況の調査や傾向分析に役立てることが可能です。
NETStats!ⓇはPCを、MOBILEStats!Ⓡはスマートデバイスを調査対象としています。

広告出稿量調査ツール

https://solutions.dac.co.jp/stats-series


011 ▶ CONTENTS

※ DAC AD GUIDE の表示価格は、全て税抜価格です。掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。

DAC AD GUIDE  OCT. 2019

ソリューションサービス

VIDEOStats!®   
https://solutions.dac.co.jp/stats-series?wid=VIDEOStats_section

■動画広告に特化した検索条件
「広告主」「商品・ブランド」や「サイトなど今までの NETStats!Ⓡ / MOBILEStats!Ⓡ にあった検索条件に加え、
「動画種別」や「秒数」といった動画広告独自の指標を追加。
より動画広告の検索が便利になりました。

■資料作成に活用できるダウンロード機能
「キャンペーン詳細画面」と「推計一覧画面」で、データのダウンロードが可能です（Excel・PowerPoint）。
提案資料などの補足データとしてご活用ください。

VIDEOStats!Ⓡ とは？

競合他社の動画広告における出稿状況の把握や、動画制作に役立つツールです。
PCだけでなくモバイル（スマートフォン）の動画広告にも対応しています。

動画広告調査ツール

■「出稿金額」「再生回数」の推計機能
独自の推計ロジックで、出稿金額と再生回数の推計値を算出し、より具体的に競合他社の動画広告出稿状況を
把握することが可能となっています。

VIDEOStats!®の推計ロジックは
特許を取得しております。
（特許番号　第6427542号）

https://solutions.dac.co.jp/stats-series?wid=VIDEOStats_section
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ソリューションサービス

Tealium   
https://tealium.com/ja/

ページ／ UI

※ EventDB,AudienceDB は準備中

エンタープライズ
タグマネージメント

リアルタイム
オーディエンス
マネージメント

イベントログ
オーディエンスログ
提供サービス

データレイヤー

アプリケーション
レイヤー

■Tealium AudienceStream 　オーディエンスマネージメント
リアルタイム データ アクション エンジンを使うと、様々な用途に使える360°全方向の顧客プロフィールを構築でき
ます。これにより、Webサイトやモバイルアプリを利用したビジターに効果的に働きかけ、リアルタイムに影響を及
ぼすことができます。AudienceStream は、最も高品質なリアルタイムの自社保有データを使い、関連性の高いタイ
ムリーなインタラクションを行うことを助け、ビジターのロイヤリティとコンバージョン率を高め、成長のための新
しいチャンスを作り出します。

■Tealium DataAccess™ オーディエンスログ提供サービス
ソリューションは、顧客データを処理し、高速に転送するための豊富な機能を含んでおり、強力なパーソナライゼー
ションやタイムリーな顧客とのインタラクションを可能にします。DataAccess はビジネスインテリジェンス （BI） 
や企業のデータウェアハウス（DWH）での活用に役立つ、クリーンで使いやすいデータセットを提供します。

■Tealium iQ™  タグマネジメントシステム
強力で拡張性の高いソリューションで、マーケティング担当者は Web 及びモバイルチャネルを横断してデジタルマー
ケティング技術を簡単に管理することができます。Tealium iQは、ベンダータグの設置に伴う複雑さを排除し、統合
マーケティングを実現します。例えば、アプリケーションとデータを融合してクロスチャネルの顧客体験を提供でき
ます。

Tealiumとは？

Tealium ユニバーサルデータハブは1,000以上のサービスと連携し、顧客データ統合・リアルタイムアクションを実
現するプラットフォームです。独自のデータレイヤーを介して、アクションを制御することで、メディアやブラウザ
を横断した施策設計をサポートします。

リアルタイムタグマネージメントシステム

https://tealium.com/ja/
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Rtoaster   
http://www.rtoaster.com/

レコメンドエンジン搭載のプライ
ベートDMPとして国内最大規模で
す。旅行サイト、化粧品メーカー、
証券サイト、ECメーカー、媒体系サ
イトなど、幅広い業種で250社以上
の導入実績を積みあげており安心し
て導入いただけます。
※ DMP市場：ベンダー別売上金額シェア【2014年、
2015年、2016年度実績】

出典： ITR「ITR Market View：メール／Webマー
ケティング市場2018」「ITR Market View：
マーケティング管理市場2017」

Rtoaster のプライベートDMPはレ
コメンドエンジンを搭載しており、
データから多彩なアクションを実行
できす。ルールベースはもちろん、
自動レコメンドにも対応しており、
チューニングを自動で行いユーザー
一人ひとりに対してその時の最適な
商品をレコメンドします。

会員属性などの自社CRMデータのイ
ンポートが出来ることはもちろん、
国内最大級のオーディエンスデータ
を有する Audience OneⓇとの連携
も可能。Rtoaster で集積した自社
のデータと掛けあわせることにより、
マーケティングデータをよりリッチ
化させることが可能です。

DMP市場No.1(※ ) の実績
250社以上の

幅広い業種での知見

データによるユーザー理解
・パーソナライズアクション

をワンストップで
オーディエンスデータ

との連携

■会社概要
社名　株式会社ブレインパッド　　設立　2004年3月18日　　資本金　332百万円（2018年12月31日時点）

ブレインパッドは、データ活用を通じて企業の経営改善を支援する2つのサービスを提供しています。
■ビッグデータ活用サービス
ビッグデータ活用のプロフェッショナルが、「マーケティング/CRMの改善」「機械学習/AIを用いた業務改革・高度
化」「データ分析プラットフォーム構築」などにより、さまざまなビジネス課題を解決します。

■デジタルマーケティングサービス
DMP市場No.1製品「Rtoaster」をはじめとする自社開発のデジタルマーケティング製品を提供。ツール提供にとど
まらず、豊富な経験を有するコンサルタントが導入・運用支援までをトータルにサポートします。

データ収集・統合 データ分析・機械学習 データからアクション

Rtoasterとは？

創業以来一貫してデータ分析サービスの提供をコアビジネスとするブレインパッド社が提供するプライベートDMPサー
ビス。柔軟なプライベートDMP構築を可能とするだけでなく、最先端の機械学習アルゴリズムによるレコメンドエンジ
ンによって、データをもとにした多彩なアクションを実行します。DAC の AudienceOneⓇとの連携により、Rtoaster 
で収集・蓄積した1st パーティデータに外部オーディエンスデータを掛けあわせた多彩な施策実行が可能になります。

レコメンドエンジン搭載のプライベートDMP

http://www.rtoaster.com/
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Braze （旧Appboy）   
https://www.braze.com/

■ 特徴
パーソナライズメッセージ配信
特定のタイミングを狙ってユーザーの利用パターンに応
じたパーソナライズプッシュ通知が可能です。アプリ上
でのアップセル促進や、ダウンロード増加を後押しいた
します。

外部ツールとの連携により多彩なメッセージ設計を実現
弊社のパブリックDMP（AudienceOneⓇ）との連携によ
り、配信対象セグメントをより精緻化。例えば、新規コン
テンツや関心の高いコンテンツが追加されるたびにリッチ
な画像付きのプッシュ通知をタイミングを最適化しながら
配信することで、セッション数改善に貢献いたします。

配信タイミングの最適化
ECアプリカート放棄したユーザーに対して、例えば「本
日購入したら15%オフ」のプロモーションコードのプッ
シュを30分後に通知。コンバージョンレートに貢献いた
します。

■ 概念図

Braze とは？

・2011年に米国で設立された Braze 社(元 Appboy)が提供する、モバイル向けマーケティング・オートメーションツール
・ニューヨーク本社の他、サンフランシスコ、ロンドンに拠点。2017年2月よりDACが販売開始
・モバイル上の行動から反応率が高いタイミングを捉え、ユーザーとのコミュニケーション最適化が可能

モバイル向けマーケティング・オートメーション（MA）ツール

https://www.braze.com/
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Adobe Experience Cloud   
https://solutions.dac.co.jp/external-product/adobe-analytics

Adobe Experience Cloud とは？

包括的な3つのクラウドソリューションと強固なプラットフォームがクリエイティブデザインとデータ
サイエンスを持つ力を融合。企業があらゆる顧客接点で優れたエクスペリエンスを提供できる支援が可
能。DACではAdobe Analytics Cloud と Adobe Marketing Cloud の2つの製品を取扱っています。

包括的な顧客理解への第一歩として、オンライン・オフ
ラインだけでなく各種広告メディア等を含めたあらゆる
マーケティングチャネルを通じて、リアルタイムの分析
やきめ細かいセグメント化を実現する、業界最先端のソ
リューションです。
最適なお客様を見つけ出し、お客様の理解を深めること
により、皆様のビジネスを成功へと導きます。

価値のある顧客セグメントを特定し、あらゆるデジタル
チャネルで活用できるオーディエンスプロファイルを構
築するデータ管理プラットフォーム（DMP）です。
Adobe Audience Manager は、AudienceOneⓇをは
じめとする多くのデータプロバイダー、データ配信先と
連携しています。

テストを通じたコンテンツの最適化により、パーソナラ
イゼーションを実現するソリューションです。選択とク
リック程度の簡単な操作で、A/B テストや多変量テスト、
モバイル アプリ最適化など、カスタマー セグメント毎に
テストをし、ターゲティングされた最適なコンテンツの
組み合わせを容易に提供できます。

リアルタイム A/B テスト
お客様の心に響くコンテンツと組み合わせ、メッセージ
をすばやく見極め、適切な対応が可能です。 A/B テスト
の設定を、ステップ バイ ステップの操作で行えます。ま
た、もっとも効果的なコンテンツを、リアルタイムで適
切なセグメントへと自動最適化、自動配信するようにテ
ストを設定できます。

プランは Standard と Premium の2種類となります。

サイトやアプリ、POSやCMSなどのオンライン及
びオフラインデータを分析しすばやく次の施策につ
なげることが可能。価値あるセグメントを発見、創
出しリーチ拡大に活用できます。

エクスペリエンスを生み出すコンテンツを管理。多
様なユーザーへパーソナライズ致します。一人ひと
りにとってユニークなカスタマージャーニーとなる
よう促進致します。

https://solutions.dac.co.jp/external-product/adobe-analytics
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Adobe Creative Cloud   
https://solutions.dac.co.jp/external-product/adobe-creative-cloud

Adobe Creative Cloud とは？

すべての Adobe Creative Cloud 製品とグループワークに最適なサービスが年間契約でご利用いただ
けるサブスクリプション製品です。低価格の月額料金で必要な最新版のツールとサービスが使えるだけ
でなく、ライセンス管理を容易にするアドミンコンソールや、カスタマイズ可能なデプロイツールやサ
ポートなど企業のクリエイティブ活動に最大限貢献するための機能やサービスが揃っています。

■全ての製品の使用が可能　
すべての Adobe Creative Cloud 製品をはじめ、Creative Cloudで提供するアプリケーションを自由にダウンロー
ドしてインストールできます。

■最新Ver. へのアップデートが可能　
契約期間中にバージョンアップがあっても、追加料金無しでリリースと同時に利用可能になります。（CS6～最新の
CCバージョンの中から、お好きなバージョンをご利用いただけます。）

■ユーザの変更が可能　
ライセンスが「会社」単位で管理されるため、企業内で保有しているライセンスのなかであれば、ユーザを自由に変更・
追加が可能です。
また、社内だけでなく、プロジェクトに応じて会社をまたいでライセンスを付与することもできます。

Creative Cloudは年間契約プランとなります。
導入本数に応じたボリュームディスカウントもご利用いただけます。
ご希望に応じて柔軟な対応も可能。お気軽にお問い合わせください。

ご利用可能サービス

https://solutions.dac.co.jp/external-product/adobe-creative-cloud
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AdFlow / AdFlow BannerPool   
https://adflow.jp/

クリエイティブに特化した専用データベースです。原稿・入稿・効果など、クリエイティブに関するすべての情報の
蓄積・共有を可能にし、より質の高いクリエイティブ制作を可能にします。

AdFlow BannerPoolとは？

■案件管理コストの削減
制作に関わる、案件のオーダー、制作物の確認、修正指示といっ
た業務を画面上から一元的に行うことができます。

■お手元の原稿を一元管理
完成原稿だけでなく、元ファイルPSDや構成案のPowerPoint、
レポートのExcelもあわせて管理できます。

■インフィード広告、動画広告に対応
MP4、MOV形式の動画ファイルのアップロード・再生に対応
します。自動でサムネイルを作成し、どんなファイルか再生し
なくても分かるようになります。

■入稿作業の一元化
AdFlow™ BannerPool連携している広告配信プラットフォー
ムには登録した情報を直接入稿することもできます。

AdFlowとは？

AdFlow とは、アドクリエイティブ制作における広告主名、広告会社、制作会社間のスムーズな連携を実現する管理
ツールです。制作現場で発生する、素材管理や発注、進行管理、制作物の共有といった時間のコストを削減し、「短納
期での大量制作」を実現します。

アドクリエイティブ制作管理システム

https://adflow.jp/
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Sizmek   
https://www.sizmek.com/

ビルボードアド プッシュダウン エントランスアド

■デジタル広告の一元管理、メディアを横断した効果測定
予約型広告/ADNW広告など様々な広告をSizmekから配信することで、配信設定やレポートを一元管理できるだけで
なく、一つのCookieで同一ユーザーを識別し、効果を測定することが可能になります。

■シナリオに沿った広告配信コントロール
時間帯、フリークエンシーなどの配信設定を行うことが可能です。また、より良いパフォーマンスのクリエイティブ
が多く配信されるような自動最適化機能、各種ターゲティング機能も利用できます。

■多彩なリッチメディアフォーマットの配信
IABに準拠した各種HTML5、Flash、動画を使った多彩なリッチメディアフォーマットを提供しています。

Sizmekとは？

Sizmekとは、動画やインタラクティブ性の高いクリエイティブの配信を可能とし、ユーザーとのエンゲージメントを
高めるプラットフォームと広告効果測定機能を持ち合わせた第三者配信ソリューションです。

リッチメディア対応 第三者配信ソリューション

https://www.sizmek.com/
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スマートフォンアプリプロモーション  

※取扱い商材は随時追加してまいります。

■計測ツールによってアプリに関わるデータを大量に取得可能
計測ツールのSDKをアプリに実装することで、広告出稿によるインストール数やアプリ起動のデータを記録し、ツー
ルサーバー上に蓄積できます。蓄積したデータを分析することにより、ダウンロードしたユーザーの行動履歴や行動
変化を追うことが可能になります。またダウンロード後のユーザー課金状況を識別し、最適な広告出稿により収益の
最大化を狙うことができます。

豊富な指標でPDCAが加速
クリックやインストールの計測だけで
なく、分析やターゲティング機能を利
用することでプロモーションのPDCA
を効果的に回すことができます。

・ディープリンク計測
・コホート分析
・アプリストア分析
・リターゲティング
・リエンゲージメント
・リアトリビューション　　　など

DACのグループ各社のスキルを集結させた、アプリプロモーションの総合サポートチーム A.P.C（Appli 
Promotion Consortium）が、お客様をバックアップします。メディアバイイングはもちろん、広告配信の設
計・クリエイティブ制作・運用・施策提案まで、一気通貫のトータルサポートを提供します。

DACのスマートフォンアプリプロモーションサービスとは？

スマートフォンアプリのインストールと売上を最大化するためには、広告出稿とその計測・分析ができるツールを用
いたプロモーション施策が欠かせません。国内外のマーケットで数多くの実績があるツールを取り揃え、導入から運
用までのトータルサポートを提供します。
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マーケティングオートメーション

■コンサルティング・サポートメニュー
導入サポート、KPI設計、実装の技術的支援、レポーティング・解析支援、サイト内の施策設計支援等、コンテンツの
評価・最適化をトータルでご支援させて頂きます。
また、メディアレップとしての豊富な知見を元に、お客様のデジタルマーケティング施策最適化のご提案をさせて頂
きます。

マーケティングオートメーションとは？

マスマーケティングとは異なり、興味・関心や行動の違う個別の顧客と個別にコミュニケーションを行うデジタルマー
ケティングにおいて、その煩雑な業務を自動化するために開発されたツールや仕組みを指します。マーケティングオー
トメーションツールを導入する事で、個々の顧客のステータスに合わせたクロスチャネルでのコミュニケーションシ
ナリオの設計が可能となります。
DACでは、お客様の実現したい最適なパートナー企業の製品の導入からコンテンツの最適化まで幅広くサポートいた
します。
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マーケティングシステム構築 
https://solutions.dac.co.jp/marketing-sysdev

マーケティングシステム構築とは？

企業様の広告、マーケティング領域において、解決したい課題や施策はありませんか？
・自社のデータを活用してマーケティングに活かしたい。
・LINEなどメッセージングサービスを利用してユーザーとコミュニケーションしたい。
・広告、マーケティングの環境整備をしたいが、何から始めてよいかわからない。

他のマーケティングシステム構築事例も多数
企業様の業務分析を行うところから請け賜わることができます。まずはご相談ください。

広告、マーケティング領域のシステム開発・インテグレーション・カスタマイズ

■DACではこれらの課題を解決するために、システム開発・連携サービスを提供しています。
　 ① DACが提供するプロダクトだけでは解決が難しい課題に対応
　 ② 企業様が利用するシステムとDACプロダクトを連携
　 ③ DACが提供する様々なプロダクトの機能を補完
　 企業様の環境および、検討する施策に合わせて開発・連携を行います。まずはご相談ください。

■ マーケティングシステム構築の事例
大手飲料メーカー向け CDP※開発、アプリ開発、DialogOneⓇカスタマイズ ※Customer Data Platform（プライベートDMP）

■ マーケティングシステム構築の実績

媒体社向け Webシステム開発、アプリ開発

媒体社向け Webサイト作成、CMS開発 広告会社向け Webトラッキングツール開発

大手企業向け DialogOneⓇカスタマイズ開発 広告会社向け 位置情報広告システム

大手企業向け CDP開発、システム連携開発 広告会社向け Webサイトクローラー

https://solutions.dac.co.jp/marketing-sysdev
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  ［東京本社］

　〒150-6033 

　東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号  恵比寿ガーデンプレイスタワー

　TEL：03-5449-6300

  ［関西支社］

　〒530-0005

　大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号  中之島フェスティバルタワー20F

　TEL：06-6220-1031　FAX：06-6220-1032

  ［中部支社］

　〒460-0008

　愛知県名古屋市中区栄3丁目4番15号  鏡栄ビル4F

　TEL：052-249-3340　FAX：052-249-3341

  ［九州支社］

　〒810-0001

　福岡県福岡市中央区天神1丁目9番17号  福岡天神フコク生命ビル10F

　TEL：092-406-3351　FAX：092-406-3361

  ［お問い合わせは］   salesall@dac.co.jp

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社　  https://www.dac.co.jp/

［発行・編集］デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
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