
当社 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社は、2016年10月、デジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム株式会社（DAC）と株式会社アイレップの共同持株会社として設立されました。

インターネット広告市場は誕生から20年の間、目まぐるしい変化を続けてきました。デジタル技術は現在も

日進月歩の勢いで発展しています。インターネット広告、デジタルマーケティングの世界の変化は、今後

いっそう激しさを増していくでしょう。

こうした変化に対応し、媒体社、広告会社、クライアント企業、そして生活者に提供する価値を最大化

していくためには、事業分野の壁を超えて変化を先取りし、テクノロジーを駆使しながら、グローバルに

通用するビジネスを展開することがこれまで以上に求められます。当社グループが持つリソースを最適化し、

持てる力を最大化して、新しい時代に乗り出していくこと。それが共同持株会社設立の大きな狙いです。

事業会社であるDAC の顧客は主に媒体社と広告会社であり、アイレップの顧客はクライアント企業です。

私たちはこれまで同様、それぞれの顧客に誠実に向き合いながら、デジタル社会全体に大きな価値を

提供してまいります。

インターネット広告市場は現在も毎年二桁の成長を続けています。変化と革新を続けるデジタルの世界で

成長し続けるために、私たち自身も柔軟に変化し、チャンスを捉えていきます。

当社はデジタルの力で新しい価値を生み出す挑戦を続けながら、さらなる飛躍を目指してまいります。

体制図    Management Structureご挨拶    Top Message

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.

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.

100%

株式会社アイレップ
IREP Co., Ltd.

〈主なグループ会社 / Main Group Companies〉

・ユナイテッド株式会社
UNITED, Inc.

・株式会社博報堂アイ・スタジオ
HAKUHODO i-studio Inc.

・株式会社プラットフォーム・ワン
Platform One Inc.

・株式会社アド・プロ
ADPRO inc.

・株式会社トーチライト
Torchlight Inc.

・北京迪愛慈广告有限公司（北京DAC）
D.A.Consortium Beijing CO., LTD.

・台灣迪艾思股 有限公司（台湾DAC）
D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC.

・DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）
DAC ASIA PTE. LTD. 

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

・Yengage Corporation
Yengage Corporation 

・DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY
DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY

〈主なグループ会社 / Main Group Companies〉

・株式会社ロカリオ
Localio Co., Ltd.

・株式会社シンクス
SYNX Inc.

・株式会社NEWSY
NEWSY Inc.

・PT. DIGITAL MARKETING INDONESIA
PT. DIGITAL MARKETING INDONESIA

・DIGITAL MARKETING VIET NAM CORPORATION

DIGITAL MARKETING VIET NAM CORPORATION

・北京艾睿普广告有限公司（北京アイレップ）
IREP BEIJING CO., LTD.

代表取締役社長

島田 雅也
Representative Director & President

Masaya Shimada

100%

Our company, D.A.Consortium Holdings Inc., was established in October 2016 as a joint holding company of 
D.A.Consortium Inc.(DAC) and IREP Co., Ltd.
Ever since the online advertising market emerged in this society, it has continued to evolve drastically during the
past 20 years. Even now, the digital technology are constantly taking place in a relentless pace. The online
advertising and the digital marketing are both expected to change even more rapidly hereafter.
To be able to keep up with those changes, and to maximize the value of the services we deliver to the publishers,
advertising agencies, advertisers, and users, it is crucial more than ever, to go ahead of time, go beyond the
boundaries of our business fi elds and expand our business globally by using the right technology. The ultimate
goal of our joint holding company is to become part of this new era by optimizing the resources of our group
and maximizing its power.
DAC mostly deals with publishers and advertising agencies, and IREP’s clients are advertisers. As we have always
done in the past, we are willing to deliver greater values within the digital society by interacting with each customer
in a faithful manner.
The online advertising market is growing by double-digits every year. In order to survive in this ever-changing,
ever-growing digital society, we must always be fl exible, and be willing to grow and change the way we operate.
We are determined to take a big step forward by challenging the industry, and creating new values with the power
of digital technologies.

1 2

・株式会社カラック
Carrac, Inc.

・株式会社タービン・インタラクティブ
TURBINE INTARACTIVE Inc.



ユナイテッド株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号 MFPRビル
上場市場： 東京証券取引所マザーズ市場（証券コード: 2497）
代表取締役会長CEO： 早川 与規
代表取締役社長COO： 金子 陽三
設立： 1998年2月

UNITED, Inc.

Address: MFPR Shibuya Bldg, 1-2-5 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Japan

Listed Stock Exchange: TSE Mothers (code: 2497)

Chairman & CEO: Tomonori Hayakawa

President & COO: Yozo Kaneko

Established: February 1998

・メディアサービス事業
Online Media Transaction Related Business

・ソリューションサービス事業
Solution Business

・オペレーションサービス事業
Ad Operations Business

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
所在地： 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

代表取締役社長CEO： 島田 雅也

設立： 1996年12月

D.A.Consortium Inc.

Address: YGP Tower, 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo Japan

President & CEO: Masaya Shimada

Established: December 1996

主な事業会社   Our Main Business Companies

〈グループ戦略統括／Group Strategy〉
・子会社等の経営管理

Management of Subsidiaries

・テクノロジー＆データ戦略
Technology & Data Strategy

・R&D
Research & Development

・グローバル戦略
Global Strategy

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社

所在地： 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
代表取締役社長： 島田 雅也
設立： 2016年10月

D.A.Consortium Holdings Inc.
Address: YGP Tower, 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo Japan 
Representative Director & President: Masaya Shimada 
Established: October 2016

東証マザーズ上場

・アドテク事業
Ad-Tech Business

・スマホコンテンツ事業
Smartphone Content Business

・ベンチャーキャピタル事業
Venture Capital Business

・広告代理事業
Agency Business

・ソリューション事業
Solution Business

・ツール事業
Tool Business

・その他（デジタルメディア事業等）
Others (Digital Media Business and so on)

株式会社アイレップ
所在地： 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

代表取締役社長CEO： 高梨　秀一

設立： 1997年11月

IREP Co., Ltd.

Address: YGP Tower, 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo Japan

 President & CEO: Shuichi　Takanashi

Established: November 1997

海外拠点    Overseas Bases

インターネット広告に関する啓発活動    Enlightenment of Online Advertising

DAC New York Office <New York>
Collects information on the latest in online advertising and develops partnership

s

Yengage Corporation <California>
Online advertising business in U.S.A.

DACニューヨークオフィス 〈ニューヨーク〉
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

Yengage Corporation 〈カリフォルニア〉
米国におけるインターネット広告事業

U.S.A.

Asia
北京迪愛慈广告有限公司（北京DAC）〈北京・上海〉
中国におけるインターネット広告事業

長春市恵海信息技術有限公司（長春アド・プロ）〈長春・大連〉
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

北京艾睿普广告有限公司（北京アイレップ）〈北京〉
中国におけるデジタルマーケティング事業

台灣迪艾思股 有限公司（台湾DAC）〈台湾〉
台湾におけるインターネット広告事業

DAC ASIA PTE. LTD.（DACアジア）〈シンガポール〉
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

I-DAC PTE. LTD.（i-dac）〈シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア〉
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の提供

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〉
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

PT DATA ARTS XPERIENCE（DAX）〈インドネシア〉

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

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

インドネシアにおけるデジタルマーケティング事業

DIGITAL MARKETING VIET NAM CORPORATION 〈ベトナム〉

ベトナムにおけるデジタルマーケティング事業

DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY 〈ベトナム〉
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

マレーシア証券市場

D.A.Consortium Beijing CO., LTD. (DAC Beijing) <Beijing, Shanghai>
Online advertising business in China

Huihai Info-Tech (Changchun) Co., Ltd. (ADPRO Changchun) 
<Changchun, Dalian> 
Conducts outsourced ad operations and offshore systems development

IREP BEIJING CO., LTD. (IREP Beijing) <Beijing>
Digital marketing business in China

D.A.CONSORTIUM TAIWAN INC. (DAC Taiwan) <Taiwan>
Online advertising business in Taiwan

DAC ASIA PTE. LTD. (DAC ASIA) <Singapore>
Engages in online advertising strategy, business development, and market research.
In the Southeast Asian region, and supports the expansion of group companies to Asia.

I-DAC PTE. LTD. (i-dac) <Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia>
Provides comprehensive digital marketing solutions in the Southeast Asian region

Innity Corporation Berhad Bursa Malaysia
<Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, 
China, Hong Kong, Taiwan>
Provides interactive online marketing platforms and technologies in the Southeast 
Asian region

PT DATA ARTS XPERIENCE (DAX) <Indonesia>
Marketing solutions business in the Southeast Asian region

PT. DIGITAL MARKETING INDONESIA <Indonesia>
Digital marketing business in Indonesia

DIGITAL MARKETING VIET NAM CORPORATION <Vietnam> 
Digital marketing business in Vietnam

DAC Tech Vietnam JOINT STOCK COMPANY <Vietnam>
Software development based on high technology in the field of digital marketing 

学習まんが書籍「インターネット広告のひみつ」を寄贈
DACは株式会社学研プラスに協賛・協力し、小学生向けの学習まんが書籍「学研  まんがでよくわかるシリーズ」から

『インターネット広告のひみつ』を刊行し、社会貢献活動の一環として全国の小学校約22,300校と公立図書館約3,200館
に寄贈しています。小学生にインターネット広告に興味を抱いてもらい、将来の可能性を広げるとともに、小学生
および保護者、学校をはじめ社会に対して、インターネットに対する正しい認識を普及することを目的としています。

Donating educational comic book “The Secret of Online Advertising”
D.A.Consortium has joined hands with Gakken Plus Co., Ltd. to publish educational comic books as “Gakken/ Learning with 
Manga” series, “The Secret of Online Advertising” for elementary school students. As a way to contribute to our society, we have 
donated copies of this comic book to around 22,300 elementary schools and about 3,200 public libraries nationwide. Our goal is 
to get the elementary school students more interested in online advertising so that they can expand their possibilities in the future, 
and to spread the correct recognition of the internet to all the citizens including students, parents and teachers at school.

小学生向け出張授業「“けんさく”教室」を継続開催
アイレップはCSR活動の一環として、小学生を対象とした「“けんさく”教室」を2013年から開催しています。本教室は
インターネットやスマートフォンアプリについての基本情報から、スマートフォンやSNS使用時のルールやマナーまで、
ワークショップを交えて楽しく学べる内容となっています。アイレップは今後も、検索から始まるインターネットの楽しさと
使用時の注意点を伝える多彩な企画で、子どもたちの早期ネットリテラシー育成に貢献します。

Continuing to hold “Search” lessons for elementary school students
As part of its CSR initiatives, IREP Co., Ltd. has been holding “Search” lessons for elementary school students since 2013. 
This class tackles topics such as basic knowledge of the internet and smartphone applications, as well as rules and manners 
when using the smartphones and SNS. The participants get to learn while having fun through workshops. IREP will continue 
to contribute to children’s development of digital literacy by carrying out various projects which will allow them to spread the 
joy of internet searching, and to inform people about the things to keep in mind when using the internet.
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