DACグループ紹介

DAC Group Overview

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

持分法適用関連会社

Equity-method Affiliates

D.A.Consortium Inc.

メディアサービス事業

インターネット広告取引に関するあらゆるサービスの提供

Online Media Transaction Related Business

Provides various services to support the transactions
necessary for online advertising.

ソリューションサービス事業
Solution Business

媒体社の広告収益・メディア価値の向上や、広告会社・広告主の
ROI（Return On Investment）を最大化するサービスの提供

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
支援等を通じたデジタルマーケティング事業

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

スマートフォン向けマーケティング事業、広告効果
測定ツール事業、
メディアコンサルティング事業

育児サイト
「ベビカム」や、
コミュニティサイトの企画、
制作、運営代行などの各種サービス事業

Members Co., Ltd.

spicebox, inc.

Adinnovation Inc.

Babycome, Inc.

Engages in web integration service, social media
marketing service, and support service of digital
marketing.

Provides marketing and consultation services for
digital communications design.

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

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マーケティング
プラットフォームの提供

キュレーションマガジン「antenna*」の企画、運営

livepass Inc.

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

株式会社メンバーズ

東証一部上場

Provides services to maximize the ROI (Return On Investment) of ad agencies and
advertisers, improve media value, and raise the publisher’s advertising revenue.

オペレーションサービス事業
Ad Operations Business

インターネット広告枠の発注からスケジュール管理、掲載確認までの
進行管理のトータル支援サービスの提供
Provides services to support and manage the entire advertising process, ranging from
ordering online advertising spot, managing schedules, to the final reporting.

連結子会社

Provides next generation personal video marketing
platform.

Consolidated Subsidiaries

ユナイテッド株式会社

東証マザーズ上場

アドテクノロジー事業、
コンテンツ事業、ベンチャーキャピタル事業

UNITED, Inc.
Engages in ad technology business, content business and venture
capital business.

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

インターネット広告領域全般における企画制作、
システム開発、CRM事業

インターネット広告取引の
プラットフォームサービスの提供

HAKUHODO i-studio Inc.

Platform One Inc.

Engages in production, system development
and CRM (Customer Relationship Management) services
for the entire online advertising field.

Provides platforms for online advertising trading.

その他の主な出資会社

株式会社アド・プロ

株式会社トーチライト

北京迪愛慈广告有限公司（北京DAC）

広告取引におけるスケジュール管理、送稿、
掲載確認などの進行管理業務の提供

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.

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

Provides services supporting the utilization
of social media including owned media and ad.

D.A.Consortium Beijing CO., LTD.
(DAC Beijing)

データスタジアム株式会社
スポーツデータおよび関連ソリューションの
開発・提供

Digital Catapult Inc.

Data Stadium Inc.

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

Provides and develops sports data contents and
related solutions.

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・コンサルティング

分析力をコアとし、
独自開発のレコメンドエンジンや
広告最適化ソリューションを提供

DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）

I-DAC PTE. LTD.（i-dac）

台湾におけるインターネット広告事業

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

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

DAC ASIA PTE. LTD. (DAC ASIA)

I-DAC PTE. LTD. (i-dac)

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

Provides comprehensive digital marketing solutions
in the Southeast Asian region.

DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY

Yengage Corporation
米国におけるインターネット広告事業

DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY

Engages in online advertising business in U.S.A.

Provides software development based on high technology
in the field of digital marketing.
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Yengage Corporation

株式会社ビデオリサーチ
インタラクティブ
ネット広告視聴率調査、広告効果測定ツールの提供

Video Research Interactive Inc.
Provides internet audience measurements and ad
servers.

株式会社mediba
モバイルメディアレップ、
モバイルコンテンツの
企画・編成・制作

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

Engages in online advertising business in China.

台灣迪艾思股 有限公司（台湾DAC）

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

Other companies in which DAC invests

PC・モバイル向けデジタルコンテンツ
（コミック等）の
制作・配信

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

Engages in online advertising business in Taiwan.

Innity Corporation Berhad
Provides interactive online marketing platforms and
technologies in the Southeast Asian region.

デジタルカタパルト株式会社

YUMEMI Inc.

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

GLIDER associates, INC.

マレーシア証券市場上場
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

データセクション株式会社

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や評判を
収集、
分析するサービスを提供

東証マザーズ上場

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

株式会社ユビレジ
iPadを活用したSaaS型POSシステム
「Ubiregi（ユビレジ）」の開発・提供

Datasection Inc.

Ubiregi Inc.

Provides online consumer and reputation analysis
services.

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

株式会社インフォバーン
グループ本社
企業のデジタルブランディングを成功に導く
デジタルエージェンシー

INFOBAHN Group Inc.
A digital agency that brings your brand to success.

株式会社Handy Marketing
マーケティングソリューション研究・開発・分析事業

Handy Marketing Inc.
Engages in marketing solutions research,
development, and analysis business.

株式会社TABI LABO

ZEDO, Inc.

IPONWEB Holdings Limited

インターネット上でのメディア事業、広告企画・制作・
販売、
スマートフォン動画の企画・制作、
イベントの
企画・運営、
コンサルティング業務

媒体社向けアドサーバーの開発・提供、
動画広告フォーマットの開発・提供

各種広告技術、広告技術クラウドサービスの開発、
コンサルティングサービスの提供

TABI LABO Inc.

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.

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

株式会社Origami
次世代eコマースプラットフォーム「Origami」の
企画・運営

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

エヴィクサー株式会社
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）

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