News Release
2020年2月27日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

DAC、「LINE Biz Partner Program」の
「Technology Partner」 「コミュニケーション部門」において
6期連続最上位の「Diamond」を受賞

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CEO：
島田雅也、以下 DAC）は、LINE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：出澤剛）が
提供する各種法人向けサービスの販売・開発のパートナーを認定する「LINE Biz Partner Program」の
「Technology Partner」の「コミュニケーション」部門において、最上位の「Diamond」に認定されました。なお
DACは、6期連続の最上位受賞となります。

「LINE Biz Partner Program」は、LINE が提供する各種法人向けサービスの拡販および機能追加・改
善をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」、「Technology Partner」、
「Planning Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するプログラム
です。
「Sales Partner」および「Technology Partner」の、「コミュニケーション部門」、「広告部門」、「販促・
OMO 部門」の 3 部門と、「Planning Partner」において認定が行われます。*
*「Technology Partner」の「広告部門」、「販促・OMO 部門」および「Planning Partner」は今回の Partner Award の表彰対象
には含まれません

DACは、LINEが2012年に法人向けサービスの提供を開始して以降、各広告会社と連携しており、2014
年の「LINE ビジネスコネクト」**提供開始当初から「LINE ビジネスコネクト パートナープログラム」**認定企
業として、「DialogOne®」（※1）を開発・提供し、LINEを活用した企業とユーザーのOne to Oneコミュニケ
ーションの支援を推進してまいりました。そうした継続的な取り組みと実績が評価され、このたびDACは、
「LINE Biz Partner Program」の「Technology Partner」の「コミュニケーション部門」において最上位の
「Diamond」に認定されました。
**2014年時点の名称。現LINE公式アカウント。

「Technology Partner」の「コミュニケーション部門」は、LINE公式アカウントを中心軸としたAPI関連サー
ビスと連携しサービスを提供するパートナーが対象となります。LINE公式アカウントを中心軸とした広告サービス
に関して、要望に応じてLINEと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEの仕様変更時に対応する
スキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパート
ナーは「Diamond」「Gold」「Silver」「Bronze」として表彰されます。

■「LINE Biz Partner Program」概要

＜LINE株式会社 池端由基執行役員のコメント＞
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム様がご提供されるAPI連携ツール「DialogOne®」は、「LINE公
式アカウント」の新プラットフォームにおきましても多くの広告主様に採用されており、企業様のマーケティング支
援のみならず、LINEのAPIを活用したサービスの普及に大きく貢献いただいております。
また今期は、消費財業界において、お客様との関係を深める施策にLINEの技術をご活用いただくなど、新
たなお取り組みも実施いただきました。このような豊富な実績や新しい取り組み、さらには技術支援の質の高さ
を踏まえ、今回「Technology Partner」の「コミュニケーション部門」において、最上位の「Diamond」に6期
連続で認定させていただきました。今後もLINEのプラットフォームの成長と共に、より一層の連携強化とさらな
るご活躍を期待しております。
＜当社グループでの受賞歴＞
【DAC／「DialogOne®」】
・2020年02月：「Technology Partner」「コミュニケーション部門」における「Diamond」
・2019年08月：「LINE Account Connect」部門 「Technology Partner」における「Diamond」(※2)
・2019年02月：「LINE Account Connect」部門 「Technology Partner」における「Diamond」
および、同部門「Planning Partner」(※3)
・2018年08月：「LINE Account Connect」部門 「Sales Partner」における「Diamond」 (※4)
・2018年02月：「LINE Biz-Solutions Partner Program」の「LINE Account Connect」部門「Diamond」(※5)
・2017年02月：「LINE ビジネスコネクト パートナーアワードプログラム」における「プラチナパートナー」(※6)
【DAC／「AudienceOne®」(※7)】
・2018年08月：「LINE Ads Platform」部門 「Data Provider Partner」(※4)
・2017年10月：「LINE Ads Platform」「Marketing Partner Program」における「Data Provider Partner」(※8)
【株式会社トーチライト／「Sherpa」】
・2020年02月：「Sales Partner」「広告部門」における「Basic」
・2019年08月：「LINE Ads Platform」部門「Sales Partner」における「Basic」(※9)
・2018年08月：「LINE Ads Platform」部門における「Ad Tech Partner」(※4)
・2018年05月：「LINE Ads Platform」部門における「Ad Tech Partner」(※10)

今後もDACは、LINEとの強力なパートナーシップにより、各種ソリューションの提供を通じて、企業のマーケ
ティング活動を支援してまいります。

(※1) 「DialogOne®」は、LINE 、Facebook Messenger に対応しており、広告主企業が保有する顧客情報とソーシャルアカウント
情報などを掛け合わせ、各ソーシャルアカウントをより高度に活用することができるメッセージング管理ソリューションです。これにより、
ユーザーひとりひとりに適したメッセージを配信し、One to One コミュニケーションを実現します。
https://solutions.dac.co.jp/dialogone
(※2) https://www.dac.co.jp/press/2019/20190827_lineaward
(※3) https://www.dac.co.jp/press/2019/20190214_done_award
(※4) https://www.dac.co.jp/press/2018/20180824_award
(※5) https://www.dac.co.jp/press/2018/20180222_award
(※6) https://www.dac.co.jp/press/2017/20170223_award
(※7）DAC が開発し提供している「AudienceOne®」は、月間 1 億以上のモバイル広告 ID、2 兆レコード以上の膨大データを保有し、
そのデータを解析して高精度な 3rd パーティデータを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。
Web サイトの行動データや CRM、広告配信結果、パネルアンケート結果などさまざまなデータを統合し、分析/可視化、また豊富
な連携チャネルを活用した“新規顧客の獲得”から“既存顧客への LTV 向上”までを一気通貫で実現する高度なマーケティング環
境の提供を可能にします。https://solutions.dac.co.jp/audienceone
(※8) https://www.dac.co.jp/press/2017/20171023_aone
(※9) https://www.torchlight.co.jp/news/20190827-2.html
(※10) https://www.dac.co.jp/press/2018/20180508_torchlight

以

上

＜会社概要＞
■ 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/

DACは、インターネット広告の黎明期にあたる1996年にメディアレップとして設立されて以来、市場の形成と業界の成
長を牽引し、情報や生活のデジタル化とともに事業を拡大、発展させてきました。現在は、デジタルマーケティングにおける広
告を基点としたさまざまなサービスを国内外で展開しています。
媒体社と広告会社などのパートナーとして双方に向けたシームレスなサービスを提供。広告枠の仕入れ・販売、コンサル
テーションからプランニング、運用、結果の解析までをトータルに支援する広告取引関連サービス、メディアの特性を活かした
クリエイティブ制作、豊富なデータと高度なテクノロジーを掛け合わせたソリューション開発・提供や、グローバルなプロモーショ
ン支援などを行っています。
"Empowering the digital future" というブランドスローガンのもと、これからのマーケティングのあり方を追求し、
新たな事業を生むイノベーションの創出をリードしていきます。
代

表 者

： 代表取締役社長CEO 島田 雅也

本社所在地

： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設

： 1996年12月

立

事 業 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
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
戦略統括本部広報担当

TEL：03-5449-6320

E-mail：ir_inf@dac.co.jp

-----------------------------------------------------------■「LINE Biz Partner Program」とは
「LINE Biz Partner Program」は、LINE が提供する各種法人向けサービスの拡販および機能追加・改善をより積極的
に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」
、「Technology Partner(*)」
、「Planning Partner(*)」の各プロ
ダクトにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するプログラムです。

「Sales Partner」および「Technology Partner」の、「コミュニケーション部門」
、「広告部門」
、「販促・OMO 部門」
の３部門と、
「Planning Partner」において認定が行われます。

*「Technology Partner」の「広告部門」、
「販促・OMO 部門」および「Planning Partner」は今回の Partner Award の表彰対象には含
まれません

＜ LINE Biz Partner Program 概要 ＞
「Sales Partner」
■コミュニケーション部門
LINE 公式アカウントを中心軸とした広告商品、および API 関連サービスを販売するパートナーです。
LINE 公式アカウントを中心軸とした広告サービスを対象とし、売上金額やアカウントの新規開設件数、保有しているア
カウントの平均 Push（IFA など含む）配信数などを基準に認定され、
特に優秀なパートナーは「Diamond」
「Gold」
「Silver」
「Bronze」として認定されます。認定パートナー各社には、そのランクに基づき、新プロダクトの優先案内や営業サポ
ート、LINE のメディアでの紹介や LINE 主催イベントへの招待などの特典が付与されます。

■広告部門
運用型広告「LINE 広告」を対象とし、半年ごとの累計売上実績などを基準に、
「Diamond」
「Gold」
「Silver」
「Bronze」
「Basic」「Best SMB Partner」として認定されます。認定パートナー各社には、そのランクに基づき、営業サポート、
LINE のメディアでの紹介や LINE 主催イベントへの招待などの特典が付与されます。

■販促・OMO 部門
LINE を活用した店頭販促ソリューション「LINE セールスプロモーション」を対象とし、2019 年下半期の売上実績な
どを基準に、今回の表彰では「Special Award」として認定されます。認定パートナー各社には、新プロダクトの優先
案内や営業サポート、LINE のメディアでの紹介や LINE 主催イベントへの招待などの特典が付与されます。

「Technology Partner」
■コミュニケーション部門
LINE 公式アカウントを中心軸とした API 関連サービスと連携し、サービスを提供するパートナーです。
LINE 公式アカウントを中心軸とした広告サービスを対象とし、要望に応じて LINE と連携するツールの仕様共有が可能
であるか、LINE の仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを
基準に認定され、特に優秀なパートナーは「Diamond」「Gold」
「Silver」
「Bronze」として表彰されます。認定パート
ナー各社には、LINE のメディアでの紹介や LINE 主催イベントへの招待などの特典が付与されます。

- 特別賞 LINE 公式アカウントを中心軸とした API 関連サービスと連携し、サービスを提供するパートナーの中から、以下につ
いて、特に優秀なパートナーが認定されます。

-Best Pioneer Award
２０１９年下期において、最も先進的だと判断される取り組みを実施したパートナーが認定されます。

■広告部門 ※今回の Partner Award の表彰対象には含まれません。
-Data Provider Partner
運用型広告「LINE 広告」を対象とし、認定希望社からの申請に基づき、広告識別子などの保有データ量やそれを
活用した売上、提供するサービスの導入クライアント数などを基準に認定されます。認定パートナー各社には、自
社保有データを活用した LINE 広告連携配信が可能になる特典が付与されます。

-Ads Measurement Partner
運用型広告「LINE 広告」を対象とし、広告計測ツールを提供する認定希望社からの申請に基づき、該当ツールの
導入事業者およびサービス数、また該当ツールを経由する LINE 広告売上実績などを基準に認定されます。認定パ
ートナー各社には、LINE 広告内の計測データや計測連携機能の提供を行う特典が付与されます。

-Ad Tech Partner
運用型広告「LINE 広告」を対象とし、認定希望社からの申請に基づき、API 経由の売上実績や効果改善事例や実
装機能内容などを基準に認定されます。認定パートナー各社には、そのランクに基づき、API のアカウント数の制
限緩和やβ機能（試用機能）の提供、プロダクト開発サポートなどの特典が付与されます。

■販促・OMO 部門 ※今回の Partner Award の表彰対象には含まれません。
LINE を活用した販促ソリューションを、Sales Promotion API を用いてサービス提供するパートナーです。LINE セー
ルスプロモーションを対象とし、販促の領域にて LINE を最大限活用する仕組みを作れることや、LINE の仕様変更時に
対応するスキル・リソースがあるか、UX を追求したサービス提供の実績などを基準に認定され、認定パートナー各社に
は、LINE のメディアでの紹介や LINE 主催イベントへの招待などの特典が付与されます。

「Planning Partner」

※今回の Partner Award の表彰対象には含まれません。

LINE 公式アカウントを中心軸とした広告商品、および API 関連サービスの企画・運用を支援するパートナーです。
LINE 公式アカウントを中心軸とした広告サービスを対象とし、LINE の仕組みを活かしたビジネスソリューションの提
案ができているか、LINE の勉強会等へ積極的に参加する意欲とリソースがあるかなどを基準に認定されます。認定パー
トナー各社には、LINE のメディアでの紹介や LINE 主催イベントへの招待などの特典が付与されます。
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