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会社概要　Corporate Information

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

1996年12月2日

4,031百万円

[東京本社]
〒150-6033 東京都渋谷区恵比寿四丁目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

[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

[九州支社]
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目9番17号  
福岡天神フコク生命ビル10F
TEL: 092-406-3351

[高知オフィス]
〒780-0841 高知県高知市帯屋町二丁目2番9号
帯屋町CENTRO 3F

[新潟オフィス]
〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1214-2
大同生命新潟ビル7F

[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

Corporate 
Name

Established

Capital

Offices

D.A.Consortium Inc.

December 2, 1996

4,031 million yen

[Tokyo Head Office]
Yebisu Garden Place Tower, 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-6033, JAPAN
TEL: +81-3-5449-6300

[Kansai Office] 
Nakanoshima Festival Tower 20F, 2-3-18 Nakanoshima, Kita-ku,
Osaka-shi, Osaka 530-0005, JAPAN
TEL: +81-6-6220-1031

[Chubu Office]
Kyoei Bldg. 4F, 3-4-15 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, 
Aichi 460-0008, JAPAN
TEL: +81-52-249-3340

[Kyushu Office]
Fukuoka Tenjin Fukoku Seimei Bldg. 10F, 1-9-17 Tenjin, Chuo-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001, JAPAN
TEL: +81-92-406-3351

[Kochi Office]
Obiyamachi CENTRO 3F, 2-2-9 Obiyamachi, Kochi-shi,
Kochi 780-0841, JAPAN

[Niigata Office]
Daido Seimei Niigata Bldg. 7F, 6-1214-2 Kamiokawamaedori, 
Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata 951-8068, JAPAN

[New York Office]
C/O ARCtangent. Inc.
55 Broad Street 18th Floor  New York, 
NY 10004-2501 USA

代 表 者

役職員数

事業内容

代表取締役社長 執行役員 CEO　島田  雅也

単体：1,508名　［2021年4月］
＊役員・職員・契約社員・派遣社員などの総計

･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

Representative

Number of 
Staff

Business

President & CEO　Masaya Shimada

1,508 (non-consolidated)  [As of April 2021]
＊Total number of directors, employees, contract employees, 
　temporary employees, etc. 

・Online Media Transaction Related Business
・Solution Business
・Ad Operations Business

コーポレートロゴ　Corporate Logo

“The Axel”  「ジ・アクセル」と呼ばれるロゴマークは、ミッション“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 と々活力を与え、切り拓いていく志を示すものです。

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

the digital future” ̶ the spirit to pioneer and impart vitality into the future of digital society. 
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企業理念　Philosophy ご挨拶　Top Message

デジタル社会の未来創造に貢献

Helping to create the digital society of the future

代表取締役社長CEO President & CEO

島田 雅也 Masaya Shimada

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。

ミッション　Mission

ビジョン　Vision
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グループ会社紹介　Group Companies

連結子会社　Consolidated Subsidiaries

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.

DACは、デジタルを軸とした広告・マーケティングビジネスを国内外で展開して
います。
コンサルテーションからプランニング、広告枠の仕入れ・販売、運用、結果解析
までのトータル支援、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。

DAC operates digital advertising and marketing businesses both in Japan and overseas. The company 

provides comprehensive support, from consulting and planning to ad space purchasing, selling, 

management and results analysis. With a firm understanding of the characteristics of different media, DAC 

also produces creative, develops and provides solutions that bridge its wealth of data with advanced 

technologies, and supports global promotional initiatives.

株式会社インフォバーン グループ本社
INFOBAHN Group Inc.

データスタジアム株式会社
Data Stadium Inc.

株式会社ビデオリサーチインタラクティブ
Video Research Interactive Inc.

株式会社mediba
mediba Inc.

株式会社A1 Media Group
A1 Media Group Inc.

エヴィクサー株式会社
Evixar Inc.

NEW STANDARD株式会社
NEW STANDARD Inc.

株式会社リボルバー
Revolver, Inc.

RERAISE株式会社
RERAISE, Inc.

株式会社エビリー
EVIRY, INC.

Tangerine株式会社
Tangerine Inc.

株式会社レポハピ
repohappy inc.

IPONWEB Holdings Limited
IPONWEB Holdings Limited

EverySense, Inc.
EverySense, Inc.

株式会社Review
Review Co., Ltd.

株式会社スパイスボックス

spicebox, inc.
Marketing and consultation services for digital 
communications design.

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

持分法適用関連会社　Equity-method Affiliates その他の主な出資会社　Other  Invested Companies 

株式会社アド・プロ
進行管理、広告運用、テクノロジーサポート等、広告
業界のオペレーション業務を受託提供

ADPRO inc.

Offering client companies operational services related to 
online advertising, including schedule management, 
programmatic ad management, technology support and 
more.

東証マザーズ上場

Listed on the TSE Mothers

ユナイテッド株式会社

UNITED, Inc

With a mission to create new value and contribute to society 
through the ongoing pursuit of innovative excellence, United 
Inc. is involved in businesses with growth potential, such as 
DX platform operations and investment operations, as well 
as businesses with profit potential, such as content 
operations and ad technology operations.

株式会社博報堂アイ・スタジオ
オウンドメディアを中心にデータを起点としたマルチ
タッチポイントでの顧客体験（CX）設計、企画制作、テ
ック活用、システム開発、PDCAマネジメント運用まで
をクロスボーダーで提供するデジタル領域に強みを
持つクリエイティブ企業です。

HAKUHODO I-STUDIO Inc.

A cross-border, creative digital company that relies on 
data-centric, multi-touch point owned media for customer 
experience (CX) design, planning and production, tech 
utilization, system development and PDCA management 
operation.

Platform One Inc.

株式会社プラットフォーム・ワン
広告主・広告会社・媒体社に新たな価値を提供する
広告配信プラットフォームの開発・提供を行って
います。また、プログラマティック広告の領域で培った
知見、ノウハウを元にした広告活用/運用のコンサル
ティングサービスも展開しています。

Developer and provider of an ad delivery platform that 
offers novel value to advertisers, ad agencies and media 
companies. Also carries out consulting services for 
advertising utilization and operations based on a 
foundation of insight and expertise cultivated in the field of 
programmatic ads.

株式会社トーチライト
ソーシャルメディアにおける企業の統合コミュニ
ケーション設計、プロダクトの開発、プロモーション
の支援

Torchlight Inc.

Comprehensive communications planning related to social 
media, product development and promotional support.

D.Table株式会社
Googleの技術活用に特化したコンサルティング事業

D.Table Inc.

Google technology-specific consulting services.

eMFORCE Inc.

韓国におけるデジタルを中心とした総合的なマーケ
ティング事業

eMFORCE Inc.

Comprehensive digital marketing businesses in Korea.

Innity Corporation Berhad

Innity Corporation Berhad

マレーシア証券市場上場

Listed on Bursa Malaysia 

Operates an online advertising trading platform 
and advertising network in Asia.

アジア地域におけるオンライン広告取引
プラットフォームおよびアドネットワークの運営

DAC DATA TECHNOLOGY VIETNAM
JOINT STOCK COMPANY

DAC DATA TECHNOLOGY VIETNAM
JOINT STOCK COMPANY

Digital marketing data analysis and sof tware develop-
ment.

デジタルマーケティング領域における、データ解析と
ソフトウェア開発

DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）

DAC ASIA PTE. LTD.

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

Suppor ts onl ine adver t is ing strategy formulat ion, 
business development, market research, and the 
expansion of group companies in Southeast Asia.

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.

Online advertising business in China.

台湾迪艾思股份有限公司（台湾DAC）

D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC.

台湾におけるインターネット広告事業

Online advertising business in Taiwan.

DATA TECHNOLOGY VIETNAM

「挑戦の連続によりあたらしい価値を創り出し、
社会に貢献する」というミッションのもと、成長期待
事業としてDXプラットフォーム事業・インベストメン
ト事業、収益期待事業としてコンテンツ事業・アド
テクノロジー事業を展開しています。
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■高度なテクノロジーで支えるデジタルマーケティングサービス Digital marketing services supported by advanced technologies

インターネット広告は当初、ポータルやニュースなどさまざまなサイトの広告
枠を、マスメディアと同様に、掲載期間や掲載面、配信量などの条件を指定し、「予約」
して購入するという形で取引されていました。DACは、こうした多くのインターネット
メディアの広告枠を、広告会社に対し代行販売するサービスの提供から事業を開始
しました。

　現在DACが手がけている広告取引では、その対応領域をさらに拡大しています。
媒体社や広告主が保有するユーザーデータや、これまでの広告取引で蓄積された
オーディエンスデータを活用することで、広告主の意図とユーザーのニーズを
合致させる広告掲載をサポートしています。さらには広告の配信設計などのプラン
ニングから運用における予算管理、広告掲載後のデータ分析による改善施策
提案まで行うなど、広告効果を最大化するための総合的なサービスへと事業の
裾野を広げています。

　こうした広告取引を支えるのは、DACが誇る国内最大規模のトレーディング
デスク体制です。メディア、マーケティング、データ、テクノロジー、グローバル等の
さまざまな分野におけるプロフェッショナルがワンチームとなり、日々進化して
いく広告の仕組みや生活者のニーズに対応しながら、さらにその先を行くサービス
を展開しています。

DAC began its operations as an online media rep agent selling ad 

space to ad agencies. 

At the time, online advertising meant reserving and purchasing ad 

space on portals, news sites and other websites with specific 

conditions, such as time frame, ad size and delivery volume, much 

like what is done with mass media. 

Currently, DAC conducts a much wider range of ad transactions. 

Utilizing user data owned by media companies and advertisers as 

well as audience data accumulated through past ad transactions, 

we support advertisers in ensuring that their ads and user needs 

are matched. In addition, we offer a comprehensive range of 

services to maximize ad effect, such as ad delivery design planning, 

budget management and post-ad data analyses to make improve-

ment proposals. 

DAC provides these services with one of the largest trading desk 

systems in Japan. Our professionals in media, marketing, data, 

technology and global operations work together as one team to 

develop and offer services that are one step ahead of the rapidly 

changing advertising market and Sei-katsu-sha* needs.

*Sei-katsu-sha: a term Hakuhodo uses to denote people with lives, 

aspirations and dreams, not simply “consumers”

■広告効果を最大化 Maximizing ad effect

・実施データの分析
・課題の抽出
・改善施策の提案
・ダッシュボードの構築

· Analyzing implementation data

· Proposing measures for improvement

· Constructing the dashboard

· Identifying issues

Reporting

DACの提供サービス　Services

プランニング Planning

・コンサルテーション
・目標の設定
・ターゲット選定
・クリエイティブ選定
・メディア選定
・出稿計画の提案
・効果予測
・配信設計
・計測/評価方法の確立

・改善計画の策定

· Designing delivery

· Formulating plans for improvement

· Determining methods for measurement /
evaluation

· Providing ef fect estimates

· Making ad placement plans

· Selecting the media

· Selecting the creative

· Selecting the target audience

· Setting goals

· Consulting

1
・媒体申込
・入稿
・アカウント開設
・管理画面設定
・設定内容チェック
・掲載開始

· Media applications

· Start of ad post

· Checking details of each setting

· Setting up the management screen

· Creating an account

· Submitting ad material

進行管理 Project management2

・効果計測
・進捗確認
・入札単価の調整
・予算の変更
・クリエイティブの差し替え

· Effect measurements

· Checking progress

· Adjusting unit bid prices

· Revising the budget

· Replacing creative content

運用 Operation3レポーティング4

https://hdi.dac.co.jp ※博報堂デジタルイニシアティブ（HDI）についての詳細はこちら
For details about Hakuhodo Digital Initiative (HDI):

媒体社

多様なデジタルマーケティングサービスを

ワンストップで提供

広告会社向け専門体制

コンサルテーション、プランニング

広告枠の仕入れ・販売・運用

クリエイティブ制作

ソリューション開発・提供

データ活用支援

グローバルプロモーション支援

広告会社

Sei-katsu-sha

生活者広告主
Advertiser

テクノロジー 実行力×
Technology x expertise

Ad agencies

One-stop provision of a diverse range of digital marketing services

Media companies

Consulting, planning

Buying, selling, managing ad space

Producing creative

Developing and providing solutions

Supporting the utilization of data

Supporting global promotional efforts

Organizational structure for media companies

媒体社向け専門体制
Organizational structure for ad agencies

（HDIなど）

　DACが提供するサービスの根幹には、私たちがこれまでテクノロジー領域を
中心に培ってきた豊富な知見や経験があります。例えば、顧客のニーズを汲み
取り、実現へと導くコンサルテーション。例えば、従来のマスメディアとデジタル
の融合。例えば、斬新かつハイクオリティなクリエイティブ制作。私たちが築き
上げてきた高度なテクノロジーがあるからこそ、媒体社にも、広告主や広告会社
にも、生活者にも、無限の可能性を秘めたデジタルマーケティングサービスを
提供することが可能となっています。

　こうしたサービス提供をシームレスに行うため、DACでは広告会社や媒体社との
連携を強固にする体制を整備しています。
　2021年4月には、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を、マーケティング
DXとメディアDXの両輪で統合的に推進する博報堂ＤＹグループ横断戦略組織
「HAKUHODO DX_UNITED」が発足しました。
　DACは、社内組織である「博報堂デジタルイニシアティブ（HDI）※」が、デジタル
運用コンサルを担う主体として参画し、これまで培ってきたデジタルメディアとの
関係や広告運用力を活かし、グループ一体で、企業のデジタルトランスフォー
メーションを統合的に推進しています。

At the core of DAC’s services is a wealth of knowledge and 

expertise gained through many years of experience in the 

technology field. For example, we identify and fulfill customer 

needs, integrate conventional mass media with digital media, and 

develop innovative and high-quality creative. Precisely because of 

the advanced technologies we have developed over the years, 

we are able to offer digital marketing services with unlimited 

potential to media companies, advertisers, ad agencies and 

Sei-katsu-sha*.

To provide these services in a seamless manner, DAC has 

created strong alliances with ad agencies and media companies. 

In April 2021, HAKUHODO DX_UNITED, a Hakuhodo DY Group 

cross-company organization, was established to comprehensively 

promote digital transformation (DX) of companies through both 

marketing DX and media DX. DAC’s internal division Hakuhodo 

Digital Initiative (HDI)* is participating in this organization as the 

main party by providing digital management consultation services 

that harness its expertise in digital media and ad management.
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各種マーケティングデータ
Various types of marketing data

プロモーション実行
Promotion implementationCampaign scenario design /

operation 
Data integration management /

Audience visualization 

■データ×テクノロジーの活用 The use of data technology ■ソリューションの力で課題解決 Resolving problems with effective solutions

DialogOne®(February 2020)

・LINE Biz Partner Program
  Diamond Technology Partner
  (communications category)

※Highest certification ranking
for six consecutive terms

＊主な認定・受賞歴 Certification / Awards

・LINE Biz Partner Program
  Technology Partner
  （コミュニケーション部門）
  "Diamond"

DAC (May 2021)

・Google Tag Manager certified 
  company
  Google Marketing Platform Partners

DAC（2021年5月）

DAC (July 2019)

・Datorama’s first certified partner
company in Japan.

DAC（2019年7月）
・Datorama認定パートナー
※国内初

※6期連続の最上位認定

DACが保有する豊富なデータとそれを効果的に活かすテクノロジーを
用い、DMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）「AudienceOne®」や
メッセージング管理ソリューション「DialogOne®」をはじめとする、さま
ざまな革新的ソリューションを自社開発し提供しています。

データの統合管理 /
オーディエンスの可視化 

キャンペーンシナリオ
設計・運用

DialogOne®（2020年2月）

With a wealth of data and the technologies to effectively utilize it, DAC 

develops and provides a wide variety of innovative solutions, such as its 

DMP (data management platform) AudienceOne® and its messaging 

management solution DialogOne®.

さまざまなソリューションを組み合わせ、デジタルマーケティング分野に
おける企業課題解決に取り組んでいます。

DAC ef fectively combines various solutions to resolve the digital 

marketing problems of our client companies.

We help companies clarify their digital problems, propose strategies and formulate 

initiatives for implementation.

課題整理・戦略立案・施策策定支援

デジタル領域における企業の課題を整理し、戦略立案、実行施策
を策定します。

Clarifying issues, proposing strategies, formulating initiatives

Making full use of data from both within and outside the company, we analyze 

customer demographics and behavioral trends from multiple perspectives. We 

then utilize this data to support the design of initiatives.

顧客分析支援

企業内外のデータを駆使して顧客の属性・行動傾向を多角的に
分析。データに基づく施策設計を支援します。

Customer analysis support

https://solutions.dac.co.jpDACのソリューションやサービスについての詳細はこちら
For details about DAC’s solutions and services:

DACの提供サービス　Services

・「Google マーケティング
  プラットフォームパートナー」
  プログラム、
  「Google Tag Manager」認定

DAC (May 2020)

・Adobe Analytics
  Specialization

DAC（2020年5月）
・Adobe Analytics 
  Specialization認定

DAC (February 2018)

・A Services Partner under the
Google Cloud Platform™ Partner
Program. 

DAC（2018年2月）
・「Google Cloud Platform™」
サービスパートナー認定 

Professional staff with expertise in DMP, analytics, BI and other areas design and 

implement solutions and provide operational support.

設計・導入・運用支援

DMP、アナリティクス、BI 等、各分野の専門スタッフがソリュー
ションの設計・導入、その後の運用を支援します。

Design, implementation, operational support

Depending on the initiative, we provide solutions, both those developed in-house 

and those available through our partnerships with Japanese and overseas 

companies.

各種ソリューションの提供

施策の方向性に応じて、自社開発や国内外パートナー企業の
ソリューションを提供します。

Providing a variety of solutions

外部データ
（2nd / 3rdパーティデータ）

Second / Third-party Data

企業保有データ
（1stパーティデータ）

First-party Data

DMP

マーケティング
オートメーション

Marketing 

Automation

Email
Email

チャット
Chat

WEBサイト
Website

CDP（カスタマー・データ・
プラットフォーム）/
プライベートDMP

CDP (Customer Data Platform) /

Private DMP 

ディスプレイ広告
Display Ad

ソーシャル広告
Social Ad

広告配信
Ad Delivery

プランニング
ダッシュボード

Planning

Dashboard 

自社データ
（1stパーティデータ）

First-party Data

データの相互連携
Data Linkage

外部データ
（2nd / 3rdパーティデータ）

Second / Third-party Data

メッセージング
サービス

Messaging Services

生活者
Sei-katsu-sha

嗜好性データ
Preference Data

位置データ
Location Data

Demographic Data

デモグラフィック
データ

サイトアクセス
データ

Website’s Access
Data

顧客データ
Customers’ Data

来店データ
Store Visit Data

パーソナル
データの

同意取得・管理
ソリューション
（CMP）

A solution that 

acquires and 

manages consent 

to use personal 

data（CMP）

企業IPデータ
Company’s IP Data

購買データ
Purchase Data
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社会的ニーズへの対応　Responding to societal needs グローバルビジネス　Global Business

https://crossborder.dac.co.jpDACのクロスボーダーマーケティングについての詳細はこちら
For details about DAC’s cross-border marketing:

DACのグローバルビジネスは、2001年、海外媒体広告枠の買い付けからスタート
しました。現在は、これまで培ってきたデータドリブンマーケティングに関する
知見などDACの強みを活用し、中華圏とその他アジア地域を中心にグローバルな
事業を展開しています。

DAC's global business began in 2001 with the buying of overseas 

media ad space. Utilizing our experience in data-driven marketing and 

our strength,

DAC is expanding its operations primarily in China and other regions 

of Asia.

社会のあらゆる場面でデジタル化が進む中、DACは、インターネット広告を中心
としたデジタルマーケティングに対する多様なニーズを見据え、さまざまな活動に
取り組んでいます。

With digitalization impacting all aspects of society, DAC is involved 

in a wide variety of initiatives focused on meeting client companies’ 

diverse digital marketing needs for primarily online advertising.

中華圏においては、2005年に北京DACを設立して以降、上海、広州、深圳にも拠点
を設け、在中国の日系企業および現地企業に向けてさまざまな広告サービスを提
供しています。

Since establishing DAC Beijing in 2005, we have set up offices in 

Shanghai, Guangzhou and Shenzhen and are providing a wide 

range of advertising services to Japanese companies in China as 

well as local companies. 

拡大するアジア市場への対応としては、2012年、DACアジアをシンガポールに
設立して事業を開始しました。現在は、タイ、インドネシア、ベトナム市場に注力して
おり、2019年には韓国のデジタルエージェンシーを連結子会社化するなど、着実に
サービス提供体制を強化しています。媒体社、広告主に対してアドテクノロジー
や最先端のマーケティングソリューションを提供するほか、各国の企業とさまざ
まな取り組みを展開しています。

To respond to the expanding Asian market, DAC established DAC 

Asia in 2012 in Singapore. Currently, we are focusing on markets 

in Thailand, Indonesia and Vietnam and in 2019, we made a 

Korean digital agency into a consolidated subsidiary. All these 

efforts have reinforced our ability to provide top-level services. In 

addition to providing ad technologies and the latest marketing 

solutions to media companies and advertisers, we are working 

with companies around the world on a diverse range of initiatives. 

＊主な海外拠点　Major overseas hubs

・北京迪愛慈広告有限公司（北京DAC）〈北京・上海・広州・深圳〉

・長春市恵海信息技術有限公司（長春アド・プロ）〈長春・大連〉

・台湾迪艾思股份有限公司（台湾DAC）〈台湾〉

・eMFORCE Inc.〈韓国〉

・DAC ASIA PTE.LTD.（DACアジア）〈シンガポール・タイ・インドネシア〉

・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・カンボジア・ミャンマー・中国・香港・台湾・韓国〉

・PT DATA ARTS XPERIENCE（DAX）〈インドネシア〉 

・DAC DATA TECHNOLOGY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY〈ベトナム〉

・DACニューヨークオフィス〈ニューヨーク〉

・D.A.Consortium Beijing CO., LTD. (DAC Beijing) <Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen>

・Huihai Info-Tech (Changchun) Co., Ltd. (ADPRO Changchun) <Changchun, Dalian>

・D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC. (DAC Taiwan) <Taiwan>

・eMFORCE Inc. <Korea>

・DAC ASIA PTE. LTD. (DAC ASIA) <Singapore, Thailand, Indonesia>

・Innity Corporation Berhad
   <Malaysia, Shingapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, Cambodia, Myanmar, China,

   Hong Kong, Taiwan, Korea> 

・PT DATA ARTS XPERIENCE (DAX) <Indonesia>

・DAC DATA TECHNOLOGY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY <Vietnam>

・DAC New York Office <New York> 

*Sei-katsu-sha: a term Hakuhodo uses to denote people with lives, aspirations and dreams, not simply “consumers”

Guangzhou

Naypyidaw

Beijing

Seoul
Dalian

Shanghai

Shenzhen
Taipei

Hongkong

Manila

Hanoi
Da Nang

Bangkok
Phnom Penh

Kuala Lumpur

Singapore

Jakarta

Changchun

広告主および媒体社が扱う
生活者データの透明性向上を支援

生活者のプライバシーに関わる不安を払拭する取り組みとして、
CMP（コンセント・マネジメント・プラットフォーム）の導入から実装、
運用までを支援するコンサルティングサービスを提供しています。
国内および海外各国の法規制に対応し、広告主や媒体社が取り扱う
生活者データの透明性向上およびプライバシー保護施策を支援します。

To help dispel any anxieties Sei-katsu-sha have about privacy, we provide consulting 

services that support the implementation, operation and management of CMP (consent 

management platforms). In response to all relevant laws and regulations in Japan and 

each country we work in, we develop data transparency and privacy protection measures 

that manage Sei-katsu-sha data owned by advertiser and media companies.

Enhancing transparency of Sei-katsu-sha* data used by 
advertisers and media companies

生活者のプライバシーに配慮した
ソリューション開発・提供

DACでは、DMP「AudienceOne®」やDSP「MarketOne®」において、
インターネット上のデータ収集・利用における透明性の担保や、生活者
へのプライバシー保護に配慮したソリューション開発・機能強化を
行っています。生活者の同意に基づいた代表的な共通IDへの対応など、
プライバシーの保護と効果的な広告配信の両立に取り組んでいます。

Developing and providing solutions that take into 
consideration Sei-katsu-sha privacy

企業が保有する自社データ活用への流れから、需要が高まるCDP
（カスタマー・データ・プラットフォーム）構築を支援しています。Google™
の技術活用に特化した「D.Table株式会社」を通したコンサルティング
サービスや、パートナーシップ契約を締結したトレジャーデータ株式会社の
「Treasure Data CDP」など、企業のニーズに合わせた最適なCDPを提供
することにより、企業のデータドリブンマーケティングを推進しています。
※ Google は、Google LLC の商標です。

Given the latest trends in how companies utilize their data, DAC is working to support the increasing 

need to build CDP (customer data platforms). Through D.Table, which provides consulting services 

specializing in Google™ technologies, and our partner company Treasure Data CDP, we provide 

CDPs that meet our client customer needs and promote their data-driven marketing efforts.

※Google is a registered trademark of Google LLC.

データドリブンマーケティングを
積極的に推進
Actively promoting data-driven marketing

ブランドセーフティ、アドフラウド対策など
デジタル広告市場の健全化と発展に貢献

昨今問題化しているブランドセーフティやアドフラウド(広告詐欺)
などへの対策として、デジタル広告には一層の透明性向上が求め
られています。DACでは、ブランド毀損につながるサイトへの広告
出稿を防いだり、「Supp lyCha in  ob jec t」「se l le r s . j son」
「ads.txt」といったグローバル標準の技術で、不正なサイトの広告
収益化や、詐欺的な広告表示等を検知・防止しています。

The transparency of the digital ad market is increasingly important to address brand 

safety, ad fraud and other recent issues. At DAC, using such global standard technologies 

as SupplyChain object, sellers.json and ads.txt, we develop ways to detect and prevent 

brand-damaging ad placements, illegal ad monetization and fraudulent ad displays.

Maintaining and promoting a healthy digital ad market with 
brand safety, ad fraud and other initiatives

企業のデジタルシフトを後押しする
さまざまなDX支援サービス

さまざまな分野でデジタル化が急速に広がる昨今、企業のDXは喫緊の
課題です。DACは、DXの要となるデータ管理において、オウンドメディア
上のデータ収集を支援する「TagMasters」、データ分析に欠かせない
BIツールをトータルでサポートする「BIMasters」などのサービス提供や、
「福岡テクノロジーラボ」による最新テクノロジーやナレッジ活用の支援
などを通し、企業のDX支援を積極的に推進しています。
With digitalization spreading rapidly in a wide variety of fields, digital transformation (DX) has 

become an urgent challenge for companies, too. DAC provides data management services 

that are critical for DX, such as TagMasters, which helps to gather data of owned media, and 

BIMasters, which comprehensively supports BI tools necessary for data analysis. In addition, 

through our Fukuoka Technology Lab, we actively support and promote companies’ DX 

efforts with the latest technologies and knowledge.

Providing wide variety of DX support services to boost 
a digital shift in companies

企業のさらなる成長のためには、デジタルを武器にサービスやマーケ
ティングの変革を牽引する人材が不可欠であり、人材育成のニーズも
日々高まっています。DACでは、デジタルマーケティングの必須スキル
となる運用型広告に特化したオンライン教育プログラムを、2020年に
リリースしました。今後も事業主・広告会社・媒体社の人材育成を支援する
教育サービスを順次開発、提供していきます。
For companies to secure growth, they must have a team of professionals capable of using 

digital tools to transform services and marketing. In response to an increased need to train 

such people, DAC released in 2020 an online educational program focused on digital 

marketing skills and programmatic advertising. DAC will continue to develop and release 

educational programs that support human resources development at businesses, 

advertising companies and media companies.

デジタルマーケティング人材への
ニーズに応える教育サービスの開発・提供
Developing and offering educational services to meet 
the needs of digital marketing personnel

DAC, with its AudienceOne® DMP and MarketOne® DSP, develops and enhances 

solutions that take into consideration Sei-katsu-sha privacy and secure transparency of 

web-acquired and utilized data. Our solutions balance the need for both privacy 

protection and effective ad delivery by accommodating most common IDs based on 

Sei-katsu-sha consent.
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