グル ープ会 社 紹 介
Group Companies

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、メディアレップとして、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提供しています。
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

持分法適用関連会社
株式会社メンバーズ

Equity-method Affiliates

株式会社スパイスボックス

アドイノベーション株式会社

ベビカム株式会社

Webサイト構築・運用、
ソーシャルメディア活用

デジタル・コミュニケーション・デザインに

スマートフォン向けマーケティング事業、
メディア

日本最大級の妊娠・子育てサイト
「ベビカム」や

東証一部上場

支援等を通じたデジタルマーケティング事業

おけるマーケティングおよびコンサルティング

コンサルティング事業

関連動画サイト
「Babytube」の企画・運営など

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

Members Co., Ltd.

spicebox, inc.

Adinnovation Inc.

Babycome, inc.

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・

Web integration and digital marketing services,
including social media utilization support.

Marketing and consultation services for digital
communications design.

Marketing business for smartphones, media
consulting business.

Planned and operates Babycome, one of the
largest parenting sites in Japan as well as
Babytube, a parenting-related movie site.

Listed on the First Section of the TSE

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。
株式会社グライダーアソシエイツ

Innity Corporation Berhad

キュレーションサービス「antenna*」の

アジア地域におけるオンライン広告取引プラット

企画、
運営

フォームおよびアドネットワークの運営

DAC provides comprehensive support for ad transaction related services, from purchasing and selling ad

GLIDER associates, INC.

Innity Corporation Berhad

space to consultation, planning, operations and results analysis. The company is also engaged in creative

Engaged in planning and administration of the
curation service, antenna*.

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

D.A.Consortium Inc.
DAC offers a wide variety of advertising-related digital marketing services as a media representative.

production that maximizes the media’s characteristics, the development and provision of solutions that

マレーシア証券市場上場

Listed on Bursa Malaysia

bridge a wealth of data with advanced technology, the support of global promotions and other services.

連結子 会 社

その他の主な出資会社

Consolidated Subsidiaries

デジタルカタパルト株式会社

データスタジアム株式会社

株式会社ビデオリサーチインタラクティブ

株式会社mediba

PC・モバイル向けデジタルコンテンツ

スポーツデータおよび

ネット広告視聴率調査、

モバイルメディアレップ、

（コミック等）
の制作・配信

ユナイテッド株式会社

株式会社博報堂アイ・スタジオ

株式会社プラットフォーム・ワン

「日本を代表するインターネット企業になる」というビ

オウンドメディアを中心にデータを起点としたマルチ

広告主・広告会社・媒体社に新たな価値を提供する広

東証マザーズ上場

ジョンと「挑戦の連続によりあたらしい価値を創り出

タッチポイントでの顧客体験（CX）設計、企画制作、
テッ

告配信プラットフォームの開発・提供を行っています。
ま

し、社会に貢献する」というミッションのもと、
アドテクノ

ク活用、
システム開発、PDCAマネジメント運用までをク

た、
プログラマティック広告の領域で培った知見、
ノウハ

ロジー事業・コンテンツ事業・ゲーム事業・インベストメ

ロスボーダーで提供するデジタルクリエイティブカンパ

ウを元にした広告活用/運用のコンサルティングサービ

ント事業を展開しています。

ニーです。

スも展開しています。

UNITED, Inc.

HAKUHODO I-STUDIO Inc.

Platform One Inc.

A cross-border, digital creativity 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.

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.

Listed on the TSE Mothers

With a vision to become Japan’s leading Internet company
and a mission to contribute to society by embracing the
ongoing challenge to create new value, the Company
operates ad technology, content, games and investment
businesses.

関連ソリューションの開発・提供

広告効果測定ツールの提供

モバイルコンテンツの企画・編成・制作

Digital Catapult Inc.

Data Stadium Inc.

Video Research Interactive Inc.

mediba Inc.

Digital content (comics, etc.) production and
delivery services for PC and mobile devices.

Develops and provides data and solutions related
to sports.

Provides online ad viewership surveys and other
ad effect measurement tools.

As a mobile media representative, plans, edits
and produces mobile content.

株式会社ゆめみ

株式会社ALBERT

株式会社インフォバーン グループ本社

株式会社Origami

モバイルサービスの企画・開発・運営・

分析力をコアとし、
独自開発のレコメンド

企業のデジタルブランディングを成功に導く

スマートフォン決済サービス「Origami Pay」

コンサルティング

エンジンや広告最適化ソリューションを提供

デジタルエージェンシー

事業

YUMEMI Inc.

ALBERT Inc.

INFOBAHN Group Inc.

Origami Inc.

Mobile service-related planning, development,
operation and consultation services.

Provides its own unique recommendation engine
and advertising optimization solutions using its
core analytical skills.

A digital agency that helps companies achieve
digital branding success.

Operates the smartphone payment service,
Origami Pay.

データセクション株式会社

株式会社ユビレジ

株式会社Handy Marketing

エヴィクサー株式会社

iPadを活用したSaaS型POSシステム

マーケティングソリューションの研究・

東証マザーズ上場

インターネット上における消費者のクチコミ

株式会社トーチライト

進行管理、
広告運用、
テクノロジーサポート等、

ソーシャルメディアにおける企業の統合

広告業界のオペレーション業務を受託提供

コミュニケーション設計、
プロダクトの開

北京迪愛慈广告有限公司
（北京DAC）

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

DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）

Torchlight Inc.

台湾におけるインターネット広告事業
D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC.

Online advertising business in China.

Online advertising business in Taiwan.

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

東南アジア地域における、
インターネット

DAC DATA SCIENCE VIETNAM
COMPANY LIMITED

広告の戦略立案、
事業開発、
市場リサーチ、

デジタルマーケティング領域における

データ関連に特化したソフトウェア開発

グループ各社のアジア進出の支援

高い開発技術を用いたソフトウェア開発

DAC ASIA PTE. LTD.

（台湾DAC）

D.A.Consortium Beijing CO., LTD.

DAC Tech Vietnam
JOINT STOCK COMPANY

Supports online advertising strategy
formulation, business development, market
research, and the expansion of group
companies in Southeast Asia.
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発、
プロモーションの支援

中国におけるインターネット広告事業

台灣迪艾思股 有限公司

DAC Tech Vietnam
JOINT STOCK COMPANY
Software development using advanced
technology for digital marketing.

DAC DATA SCIENCE VIETNAM
COMPANY LIMITED
Development of data business-related
software.

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

東証マザーズ上場

Listed on the TSE Mothers

「Ubiregi（ユビレジ）
」の開発・提供

開発・分析事業

音の信号処理に基づくソフトウェアの研究開発
（ACR技術、
音響通信、
音センシング）

や評判を収集、
分析するサービスを提供

Ubiregi Inc.

Handy Marketing Inc.

Evixar Inc.

Datasection Inc.

Developed and operates Ubiregi, an iPad
POS(Point of Sales) application and cloud-based
platform.

Researches, develops and analyzes marketing
solutions.

R&D and sales of ACR (Automatic Content
Recognition) technology, acoustic communication
and acoustic sensing.

Listed on the TSE Mothers

Gathers and analyzes online consumer reviews
and evaluations.

株式会社アド・プロ

Other Invested Companies

NEW STANDARD株式会社

株式会社リボルバー

株式会社A1 Media Group

株式会社エビリー

デジタルメディア
「TABI LABO」
を中心とした

モバイル・ソーシャルに最適化された

日本、
韓国およびアメリカで、

クラウド型動画配信事業、
ソーシャル動画

メディア事業、
動画企画・制作ならびに広告事

コンテンツを配信するプラットフォームの提供

差別化されたデータで広告主・媒体社の

データ分析事業、
インフルエンサー

業を通じたビジネス課題解決の提供

Revolver, Inc.

広告価値の最大化を支援

マーケティング事業を展開

A1 Media Group Inc.

EVIRY, INC.

Provides services to maximize advertising value for
advertisers and media companies in Japan, Korea
and US.

Providing end-to-end online video platform, social
video market data and analytics and influencer
marketing services.

livepass株式会社

NEW STANDARD Inc.
Media operations focused on the digital media
TABI LABO, video planning, video production and
other advertising business problem resolution services.

Provides a content delivery platform optimized for
mobile and social media.

Tangerine株式会社

株式会社レポハピ

株式会社GIFMAGAZINE

ビーコン他センサーを活用し、
リアル行動デー

SNS利用者の行動傾向、発信力、反響結果の

GIF共有サイト運営、
GIF広告制作、

動画を用いた新しいパーソナル

タによる位置情報サービスを可能にするプ

自動評価データベースを開発し、企業ファンリ

GIFを活用したアプリケーション開発

マーケティングプラットフォームの提供

ラットフォームを提供

レーション事業などに展開

GIFMAGAZINE, Inc

livepass Inc.

Tangerine Inc.

repohappy inc.

Provides a platform enabling location services
with real behavior data using beacons and other
sensors.

Develops databases that automatically evaluate
SNS users’ impact results. Expanding into
corporate fan relations, etc.

Operation of a GIF-sharing platform, production
of GIF advertisements and development of
applications using GIFs.

Next-generation personal video marketing
platform company.

RERAISE株式会社

ZEDO, Inc.

IPONWEB Holdings Limited

EverySense, Inc.

eMFORCE Inc.

プロダクション
「RERAISE」
の運営など、

媒体社向けアドサーバーの開発・提供、

各種広告技術、
広告技術クラウドサービスの

センサーデバイスの研究開発およびセンサー

Comprehensive digital marketing
businesses in Korea.

インフルエンサーマーケティング関連事業

リッチメディア広告フォーマットの開発・提供

開発、
コンサルティングサービスの提供

データ等のビッグデータ解析基盤技術の開発

RERAISE, Inc.

ZEDO, Inc.

IPONWEB Holdings Limited

EverySense, Inc.

Businesses related to influencer marketing, such
as the operation of Production RERAISE.

Develops and provides ad servers for media
companies and rich media ad formats.

Development of various ad technologies and
cloud advertisement solutions and consulting
services.

Research and development of sensor devices and
development of basic technologies to analyze big
data, such as sensor data.
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