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D.A.Consortium Inc.デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

DACは、長年培ってきたデジタル広告の豊富な知見や高度な技術開発力を活か
し、企業のデータ活用に貢献するさまざまなサービスや、媒体社・プラットフォー
マー・テクノロジーパートナーと連携したプロモーション、マーケティング基盤の
開発・構築サポートなど、総合的なデジタルマーケティングサービスを国内外で
提供しています。

DAC is a global comprehensive digital marketing service company. Backed by a wealth of experience and 

knowledge of digital advertising and advanced technological development skills, we help companies utilize 

data, design promotional initiatives in alliance with media companies, platformers and technology partners, 

and develop and construct marketing systems.

株式会社メディアジーン
Mediagene 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A1 Media Group
A1 Media Group Inc.

エヴィクサー株式会社
Evixar Inc.

株式会社リボルバー
Revolver, 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.

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 communi-
cations 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.

東証グロース市場上場

Listed on the TSE Growth Market

ユナイテッド株式会社

UNITED, Inc.

With the aim to maximize willpower and accelerate the 
betterment of society, UNITED, Inc. is involved in operations 
with high growth potential, such as DX platform and 
investment businesses, as well as operations with high profit 
potential, such as content and ad technology businesses.

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、
ノウハウをもとにした広告活用/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、デジタル広告の戦略立案、
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 d ig i ta l 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）
中国におけるデジタル広告事業

D.A.Consortium Beijing CO., LTD.

Digital advertising business in China.

台湾迪艾思股份有限公司（台湾DAC）

D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC.

台湾におけるデジタル広告事業

Digital advertising business in Taiwan.

DATA TECHNOLOGY VIETNAM

「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する」と
いうパーパスのもと、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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