DACグループ紹介

DAC Group Overview

持分法適用関連会社

株式会社メンバーズ

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、
広告効果

育児サイト
「ベビカム」や、
コミュニティサイトの

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

測定ツール事業、
メディアコンサルティング事業

企画、
制作、
運営代行などの各種サービス事業

total media representative support including ad space procurement, sales,

Members Co., Ltd.

spicebox, inc.

Adinnovation Inc.

Babycome, inc.

planning, reporting, advertising operations from one of the largest trading

Engages in web integration service, digital
marketing service through social media
utilization support.

Provides marketing and consultation
services for digital communications design.

Engages in marketing business, ad tracking
tool business, media consulting business
for smartphones.

Engages in services for planning, creating,
and operating community sites.

livepass株式会社

株式会社グライダーアソシエイツ

Innity Corporation Berhad

動画を用いた新しいパーソナル

キュレーションマガジン「antenna*」の

東南アジア地域におけるオンラインマーケティング

マーケティングプラットフォームの提供

企画、
運営

プラットフォームおよびテクノロジーの提供

livepass Inc.

GLIDER associates, INC.

Innity Corporation Berhad

Provides next generation personal video
marketing platform.

Engages in planning and administration of
curation magazine “antenna*”

Provides online marketing platforms and
technologies in the Southeast Asian region.

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.

媒体社や広告会社などのパートナー企業に向けて、広告枠の仕入れ・販売、

For our partners such as media companies and ad agencies, we offer

プランニング、レポーティングまでトータルに支援するメディアレップ、
国内最大規模のトレーディングデスクによる広告運用、高い技術力を

desks in the country, solutions development backed by top-level technical

誇るソリューション開発など、デジタルマーケティングにおける広告

Listed on the First Section of the TSE

marketing field.

Consolidated Subsidiaries

ユナイテッド株式会社

東証一部上場

expertise, and a variety of other services based on advertising in the digital

を基点としたさまざまなサービスを提供しています。

連結子 会 社

Equity-method Affiliates

その他の主な出資会社

Listed on Bursa Malaysia

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

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

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

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

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、

ロジー事業・コンテンツ事業・インベストメント事業を展

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

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

開しています。

ニーです。

スも展開しています。

Digital Catapult Inc.

Data Stadium Inc.

Video Research Interactive Inc.

mediba Inc.

HAKUHODO i-studio Inc.

Platform One Inc.

Provides digital content-serving and creative
services for PC and mobile.

Provides and develops sports data contents
and related solutions.

Provides online advertising audience ratings
research and advertising effectiveness tools.

Provides planning, organization and creation
services as a mobile media representative.

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 operation
based on a foundation of insights and expertise
cultivated in the field of programmatic ad.

株式会社インフォバーン グループ本社

株式会社Origami

UNITED, Inc.

東証マザーズ上場

Listed on the TSE Mothers

Develops ad technology, content and investment
business under its mission of “embrace continuous
challenge in order to generate new value and
contribute to society” and the vision of “become
Japan’s leading Internet company.”

（コミック等）
の制作・配信

株式会社アド・プロ

株式会社トーチライト

広告取引におけるスケジュール管理、送稿、掲載確認な

オウンドメディアと広告を中心としたソーシャルメディ

どの進行管理業務の提供

アの活用支援サービスの提供

中国におけるインターネット広告事業

ADPRO inc.

Torchlight Inc.

D.A.Consortium Beijing CO., LTD.

Provides operational services for online advertising,
including schedule management, sending ad data
and placement confirmation.

Provides services supporting the utilization of social
media mainly for owned media and online ad.

Engages in online advertising business in China.

台灣迪艾思股 有限公司
（台湾DAC）

台湾におけるインターネット広告事業
D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC.
Engages in online advertising business in
Taiwan.

DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）

北京迪愛慈广告有限公司

（北京DAC）

東南アジア地域における、
インターネット

DAC Tech Vietnam
JOINT STOCK COMPANY

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

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.
Engages in online advertising strategy,
business development, and market research
in the Southeast Asian region, and supports
the expansion of group companies to Asia.

DAC Tech Vietnam
JOINT STOCK COMPANY
Provides software development based
on high technology in the field of digital
marketing.

Yengage Corporation
米国におけるインターネット広告事業
Yengage Corporation
Engages in online advertising business in
U.S.A.

Other companies in which DAC invests

株式会社ゆめみ

株式会社ALBERT

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

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

YUMEMI Inc.

ALBERT Inc.

INFOBAHN Group Inc.

Origami Inc.

Provides mobile-related planning,
development, operation and consultation
services.

Provides “Recommendation engine” developed
in-house and advertising optimization solutions
using core analytical abilities.

A digital agency that brings your brand to
success.

Provides planning and administration of
the next-generation e-commerce platform
“Origami”.

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研究・

東証マザーズ上場
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マレーシア証券市場上場

インターネット上における消費者のクチコミ
や評判を収集、
分析するサービスを提供

Datasection Inc.

Listed on the TSE Mothers

Provides online consumer and reputation
analysis services.

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

次世代eコマースプラットフォーム
「Origami」の企画・運営

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）

Ubiregi Inc.

Handy Marketing Inc.

Evixar Inc.

Provides Ubiregi which is an iPad POS
(Point of Sales) Application and cloud based
platform.

Engages in marketing solutions research,
development, and analysis business.

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

株式会社TABI LABO

株式会社リボルバー

株式会社A1 Media Group

株式会社エビリー

インターネット上でのメディア事業、
広告企画・

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

制作・販売、
スマートフォン動画の企画・制作、

コンテンツを配信する

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

イベントの企画・運営、
コンサルティング業務

プラットフォームの提供

広告価値の最大化を支援

マーケティング事業

TABI LABO Inc.

Revolver, Inc.

A1 Media Group Inc.

EVIRY, INC.

Engages in online media business,
advertisement planning, creation and sales,
smartphone video planning and creation,
event planning and operation, and consulting.

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

Provides support for optimizing advertising
value for advertisers and media companies
in Japan, South Korea and the United States
with differentiated data.

Cloud-based video distribution business,
social video data analysis business and
influencer marketing business.

Tangerine株式会社

ZEDO, Inc.

IPONWEB Holdings Limited

EverySense, Inc.

ビーコン他センサーを活用し、
リアル行動デー

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

IoTにより増大するデータの流通による

タによる位置情報サービスを可能にするプラッ

動画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

新しい価値創造を目指した、
世界初のデータ

ZEDO, Inc.

IPONWEB Holdings Limited

Develops and provides video ad format and
ad server for publishers.

Develops various ad technologies and
cloud advertisement solution and provides
consulting service.

トフォームを提供

Tangerine Inc.
Provides a platform for location information
services utilizing beacons, other sensors and
real behavior data.

取引市場を提供

EverySense, Inc.
Provides the world’s first data transaction
marketplace with the goal of creating new
value via distribution of increasing amounts
of data thanks to IoT.
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D.A.コンソーシアムホールディングスグループ紹介

D.A.Consortium Holdings Group Information

当社は、連結子会社であった株式会社アイレップと共同持株会社「D.A. コンソーシアムホールディングス株式会社」を2016年に設立しました。

主な海外拠点

Major overseas hubs

D.A. Consortium Holdings Inc. was established together with consolidated subsidiary IREP Co., Ltd. in 2016.

ASIA

〈北京・上海〉
北京迪愛慈广告有限公司（北京 DAC）

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

中国におけるインターネット広告事業

Engages in online advertising business in China.

〈長春・大連〉
長春市恵海信息技術有限公司（長春アド・プロ）

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

広告オペレーションのアウトソーシング受託、
システムオフショア開発

Conducts outsourced ad operations and offshore systems development.

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社

D.A.Consortium Holdings Inc.

子会社等の経営管理のほか、グループ全体の戦略方針の決定や、グループ

It is responsible for managing subsidiaries, determining strategies for the

〈台湾〉
台灣迪艾思股 有限公司（台湾 DAC）

D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC. (DAC Taiwan)

whole group, and serving as a platform for cross-group R&D, technology

台湾におけるインターネット広告事業

Engages in online advertising business in Taiwan.

〈シンガポール〉
DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）

DAC ASIA PTE. LTD. (DAC ASIA) <Singapore>

東南アジア地域における、
市場リサーチや各種情報収集、
グローバルメディア企業

Engages in online advertising strategy, business development, and market research in
the Southeast Asian region, and supports the expansion of group companies to Asia.

横断で取り組む R&D やテクノロジー、グローバル等のプラットフォーム

development and global business.

としての機能をつかさどります。

との関係構築、
DACグループ各社の同市場への進出支援等

アイレップグループ

IREP Group

〈シンガポール・マレーシア〉
I-DAC PTE. LTD.（i-dac）

I-DAC PTE. LTD.(i-dac) <Singapore, Malaysia>

東南アジア地域における、
統合デジタルマーケティングソリューションなどの提供

Provides comprehensive digital marketing solutions in the Southeast Asian region.

Innity Corporation Berhad

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・中国・香港・台湾〉

株式会社アイレップ

IREP Co., Ltd.

国内圧倒的ナンバーワンの SEM 領域、データを起点とした広告事業・ソ

The digital marketing agency, which is Japan’s undisputed leader in the
data-based advertising and solutions.

デジタルマーケティングエージェンシーです。

株式会社カラック

東南アジア地域におけるオンラインマーケティングプラットフォームおよびテクノロジーの提供

area of SEM and maximizes advertisers’ marketing results through

リューション事業などにより、広告主のマーケティング成果を最大化する

株式会社ロカリオ

株式会社NEWSY

金融業界に対する深い理解、成果報酬型を中心とした運用型

「全国の中小・ベンチャー・地域密着型企業に対し、デジタル

広告クリエイティブ制作とニュースサイト開発・編集における知

広告のノウハウ、LTV 最大化を目的としたデータドリブンマー

マーケティング領域をサポートしていく」という想いのもと、リ

見を融合して生まれた「ニュースをつくるクリエイティブエージェ

<Taiwan>

<Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, China, Hong Kong, Taiwan>

Provides online marketing platforms and technologies in the Southeast Asian region.

PT.DIGITAL MARKETING INDONESIA〈インドネシア〉

PT. Digital Marketing Indonesia <Indonesia>

東南アジア地域におけるデジタルマーケティングコンサルティング事業

Provides digital marketing consulting business for the Southeast Asian region.

PT DATA ARTS XPERIENCE (DAX)〈インドネシア〉

PT DATA ARTS XPERIENCE (DAX) <Indonesia>

東南アジア地域におけるマーケティングソリューション事業

Provides marketing solutions in the Southeast Asian region.

DIGITAL MARKETING VIET NAM CORPORATION〈ベトナム〉

Digital Marketing Vietnam Corporation <Vietnam>

ベトナムにおけるインターネット広告事業

Engages in online advertising business in Vietnam

DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY〈ベトナム〉

DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY <Vietnam>

デジタルマーケティング領域における高い開発技術を用いたソフトウェア開発

Develops software based on high technology in the field of digital marketing.

Yengage Corporation〈カリフォルニア〉

Yengage Corporation <California>

米国におけるインターネット広告事業

Engages in online advertising business in USA.

ケティングを強みとする総合マーケティング企業として、さまざ

スティング広告を中心にソーシャル運用、アフィリエイト広告

ンシー」です。ニュースサイト「しらべぇ」を運営するほか、メ

まな業界における新規デジタルサービスの立ち上げや、プロ

等、Web 広告をトータルにサポートするデジタルマーケティン

ディア・コンテンツ開発や、企業がもつ情報と世間の関心を掛

モーション戦略の立案から運用を一貫して担っています。

グ支援企業です。

け合わせた統合的なコミュニケーション設計等を行います。

Carrac, Inc.

Localio Co., Ltd.

NEWSY Inc.

DACニューヨークオフィス〈ニューヨーク〉

DAC New York Office <New York>

As a comprehensive marketing company with a deep understanding
of the financial industry, programmatic advertising with
performance-based compensation, and data-driven marketing
aimed at maximizing LTV, we launched new digital services as
well as promotional strategy proposals and operations in various
industries.

A digital marketing company that provides comprehensive support
for online advertising, including social media-driven listing ads and
affiliate advertising, under a desire to “provide support to small
and medium-sized businesses, ventures and community-based
enterprises.”

A “creative agency for news creation” born from a fusion of
expertise in both advertising content creative production and news
website development and editing. In addition to running the news
website “sirabee,” NEWSY develops media content and designs and
produces comprehensive communications that combine corporate
information with content that captures public interest.

インターネット広告の最先端の情報収集や提携先の開拓

Collects information on the latest in online advertising and develops partnerships.

グループ のビジネスモデル

USA

Group Business Model

グループ会社の連携により、デジタルマーケティング市場における「総合力」を発揮しています。
Our group companies collaborate to offer comprehensive digital marketing capabilities in the market.

広告オペレーション事業
Ad operations business

生 活 者

Media representative
business and trading desk

媒 体 社

広告会社

広 告 主

メディアレップ事業・
トレーディングデスク

インバウンドビジネス支援ソリューション「いらっしゃいませJAPAN! ®」

（DSP・SSP）

（スマホ特化 DSP・SSP）

(DSP, SSP)

(smartphone-specialized DSP and SSP)

(Social media agency)

制作事業

Ad agency business

Production business

ソリューションサービス事業
Solution services
business

Inbound Business Support Solutions ‘Irasshaimase Japan! ® (Welcome to Japan)’

「いらっしゃいませ JAPAN!®」は、グループ各社とパートナー企業が連携

Irasshaimase Japan!® (means Welcome to Japan) is a comprehensive digital

して提供する、訪日外国人客を対象とするインバウンドビジネス向けの

marketing solution service provided by collaborating group companies and

総合デジタルマーケティングソリューションサービスです。自社開発の

partners for inbound businesses targeting overseas visitors to Japan. It

DMP「AudienceOne」等による対象オーディエンスの解析、広告出稿

offers one-stop support for global marketing activities by employing various

のほか、企業の自社メディアでのコンテンツ提供やソーシャルメディア

（ソーシャルメディアエージェンシー）

広告代理事業

Sei-katsu-sha (consumers)

Ad platform business

Media companies

Ad agencies

Advertisers

広告プラットフォーム事業

を通じたコミュニティの運用設計など、グループがもつ各種サービスを
メディアコンテンツ事業

掛け合わせ、ワンストップでグローバルマーケティング活動を支援します。

group services including our in-house developed DMP AudienceOne (which
analyzes target audiences), ad placement, content provision for clients’ own
media, and the building of communities through social media.

Media content business

・ソーシャルメディアなどあらゆるデジタルメディアへの広告出稿
主な
サービス

・海外向けソーシャルアカウント運用
・多言語対応クリエイティブ制作
・海外 YouTuber による動画コンテンツ制作
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・Ad placement in various types of digital media, such as social media

Main
services

・Overseas social media account operation
・Multilanguage creative production
・Overseas YouTuber content production
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