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Just as COVID-19 continues to significantly impact the world, societies and economies 

are facing a period of unprecedented transformation. People’s lifestyles, especially 

workstyles, are changing radically. Many companies are pursuing innovations in sales 

methods, profit models or other areas on a totally new scale. This has highlighted the 

need for the development of new business strategies and marketing methods.

With this major transition, the possibilities of digital utilization are growing rapidly, but we 

believe realizing these possibilities will require a fundamental rethinking of what digital 

utilization really means.

At DAC, we provide the support necessary for companies to transform the “potential” of 

digital utilization into concrete “value”. With curiosity and imagination, our team of experts 

boldly explore the new possibilities that digital utilization provides to develop new services. 

At DAC, we are filled with a passion to take on new challenges and create new value. 

With a wealth of experience in digital advertising, digital marketing and the latest technolo-

gies, our diverse team provides more than conventional media planning, data utilization 

and global management services. We have boldly restructured our services to embrace 

newer, bigger, more expansive lifestyle environments and corporate activities so that we 

can provide tailored support for client companies to design their future.

This is the type of transformation that we at DAC believe is necessary. Leveraging our 

transformation to help create the digital future – this is DAC’s ongoing pursuit.

　世界に大きなインパクトを与え続けているコロナ禍と並走するかのように、社会や経済は未曾有の変革期を迎えています。

働き方を中心に人々の生活のあり方が大きく変わりつつある一方で、多くの企業では、販売施策や収益構造そのものの

転換など、これまでとは全く違った規模のイノベーションを追求しており、これに伴い、新たな事業戦略やマーケティング

手法の創出が必要とされています。

　こうした大きな転換点の中で、デジタル活用の可能性は急速に広がりつつありますが、そのあり方はこれまでとは

全く違ったものになっていく必要があると思われます。

　私たちDACは、デジタルの「可能性」を、具体的な「価値」に変えていくためのサポートを行っていくべきと考えています。

　そのためには好奇心や想像力を持った人材が、デジタルの持つ新たな可能性を果敢に探究し、実現性のあるサービス

をつくり出すことが必要となります。

　そうした人材と、新しいものを手掛けて価値づくりをしていくための環境や情熱が、DACにはあふれています。

　デジタル広告、デジタルマーケティングの領域で長年にわたり蓄積してきた多様な人材がテクノロジーを駆使することを

核として、メディア企画、データ活用、グローバル対応といったこれまでのサービスを大胆に再構築し、より新たな、大きく

広い、生活環境や企業活動の未来づくりを、密接にサポートしていきたい。

　そうした変革こそが、DACに必要なトランスフォーメーションと考えています。

　自身の変革を糧に、デジタルを活用した未来創造に貢献していくため、私たちはこれからも挑戦を続けていきます。

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 flexibility 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.

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。
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ビジョン　Vision

1 2


