
iMedia MEDIA SUMMIT 
AFTER SHOW REPORT 

2015年5月11日(月)& 12日(火) 
@大手町日経ビル 



イベント概要 
iMedia Media Summit Japan 
日程 : 2015年5月11日(月)& 12日(火)  
会場 : 日経ホール（東京・大手町） 
主催：ディーエムジー・イベンツ・ジャパン株式会社 

ABOUT MEDIA SUMMIT 
プレイヤーの変革：21世紀の成功メディアとは? 
消費者が一日に費やす時間の大半がオンラインにシフトしている。 
その勢いはとどまることなく、メディアは、その動きに連動した情報発信戦略を立て
る必要があることはすでに近年のメディア業界の課題として提示されている。そんな
中、日本のメディア業界はどこまでその現状にアダプト出来ているのか。今のメディ
アの立ち位置はどこなのか。また、海外と比べてどう違うのか。 
YouTubeやSNS、モバイルからの映像投稿ツールの充実により、海外へのリーチア
ウトも簡単になってきた中で求められるクリエイティブマインドセットとは何か。 
言葉の壁を超え、その土地のカルチャーに合わせカスタマイズされたメディアとその
コンテンツを生み出すには。 
最先端で活躍するクリエイティブマインドが国内外から集結し、次世代メディアの展
望について２日間渡りディスカッションを行った。 
 
 
 



参加企業一覧 
株式会社ジュピターテレコム 
株式会社バリュープレス 
グーグル株式会社 
株式会社オープンドア 
(株)CMerTV 
株式会社ＣＢＣテレビ 
エキサイト 
富士通株式会社 
株式会社オムニバス 
集英社 
博報堂DYメディアパートナーズ 
株式会社ビデオリサーチ 
株式会社マッシュメディア 
株式会社スタートライズ 
リクルートホールディングス株式会社 
株式会社デジタルアイデンティティ 
博報堂 
富士通株式会社 
株式会社フォーエム 
LINE株式会社 
株式会社旺文社 
ビジネスワイヤ・ジャパン株式会社 
フリーランス 
株式会社スペースキー 
ダータワーズ ジャパン（株） 
株式会社スペースキー 
株式会社Bloom & Co. 
HEAPS. 株式会社 
株式会社　西日本新聞社 
エイベックス・デジタル（株） 
(株)東京ニュース通信社 
株式会社マッキャンエリクソン 
株式会社ビズリーチ 
エキサイト株式会社 
株式会社akubi 
シーセンス株式会社 
株式会社エターナル 
株式会社Jストリーム 
TENEX, Inc. 
株式会社アイレップ 
リブセンス 
株式会社集英社 
株式会社ACCESS 
株式会社エムオン・エンタテインメント 
株式会社GYAO 

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 
(株)学研マーケティング　 
(株)エムオン・エンタテインメント 
株式会社クリーク・アンド・リバー社 
株式会社リクルートジョブズ 
株式会社リクルートライフスタイル 
Sansan株式会社 
株式会社オールアバウトナビ 
株式会社電通 
株式会社ネットワークコミュニケーションズ 
ossan.com 
株式会社シェイルズ 
株式会社ミクシィ 
株式会社spiseed 
株式会社GLOBAL WORKS 
ジャフコ 
中国放送 
株式会社エンハンス 
株式会社東急エージェンシー 
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 
株式会社プラスドライブ 
BuzzBox株式会社 
株式会社ソーシャルカンパニー 
株式会社フロムワン 
インフォテリア株式会社 
株式会社てぃーだスクエア 
All About （オールアバウト） 
株式会社モードツー 
株式会社ディ・テクノ 
Pioneer DJ株式会社 
株式会社クリーク・アンド・リバー社 
株式会社サイバーエージェント 
株式会社デモ 
株式会社小学館 
株式会社ディー・エヌ・エー 
集英社 
株式会社ハースト婦人画報社 
株式会社ブレインパッド 
大日本印刷株式会社 
サントリーホールディングス株式会社 
クロスフィニティ株式会社 
ニフティ株式会社 
ヤフー株式会社 
株式会社GYAO 
朝日新聞社 
 
 
 
 
 
 
                              順不同 
 
 
 
 
 
 



参加企業一覧 
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 
株式会社ユニメディア 
凸版印刷株式会社 
株式会社リクルートコミュニケーションズ 
株式会社マンダム 
株式会社双葉社 
株式会社日本経済新聞社 
株式会社ビジョン 
GMOアドマーケティング株式会社 
株式会社デルフィス 
株式会社シグマクシス 
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社 
Sony Music Entertainment Japan 
株式会社デルフィス 
Sony Music Entertainment 
株式会社ベストインクラスプロデューサーズ 
ビッグローブ 
株式会社コンセント 
株式会社アイモバイル 
フジミック 
株式会社朝日広告社 
KADOKAWA CORPORATION 
株式会社ハウテレビジョン 
株式会社ＮＨＫグローバルメディアサービス 
株式会社D2C 
株式会社ホイッスル三好 
エキサイト株式会社 
スパイスボックス 
株式会社エムオン・エンタテインメント 
クックパッド 
links agency 株式会社 
株式会社テレビ東京 
笹氣出版印刷株式会社 
株式会社T-MEDIAホールディングス 
株式会社キャッチボール 
日刊現代 
クックパッド株式会社 
株式会社セプテーニ 
D2C 
株式会社サイバー・コミュニケーションズ 
株式会社インフォバーン 
株式会社オプト 
富士洋株式会社 
Gizmodo Japan 
株式会社ティ・ジョイ 

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ 
TubeMogul JAPAN 
株式会社フジテレビジョン 
株式会社オープンエイト 
一般社団法人 日本ドローンレース協会 
AppLift 
Pスパイラル合同会社 
（株）東京放送ホールディングス/TBSイノベーション・パートナーズ,LLC 
パブマティック株式会社 
日本テレビ放送網株式会社 
ブライトコーブ株式会社 
読売広告社 
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 
株式会社アパレルウェブ 
株式会社東洋経済新報社 
株式会社クレア 
ユナイテッド株式会社 
講談社 
株式会社ジーニー 
Microsoft 
株式会社クリエーション 
東京大学 
株式会社インタースペース 
株式会社Gunosy 
AOLプラットフォームズ・ジャパン株式会社 
株式会社エムオン･エンタテインメント 
ジオシス合同会社 
マリッジプロダクション 
パナソニックエコソリューションズクリエイツ株式会社 
Septet,inc. 
エキサイト 
株式会社フォーエム 
朝日新聞 
株式会社東洋経済新報社 
日本大学 
IESE Business School 
青山学院大学 
名古屋外国語大学 
慶應義塾大学 
横浜市立大学 
popIn株式会社 
アドビシステムズ株式会社 
株式会社WOWOW 
株式会社トランスメディア 
株式会社メディアジーン 
 
 
 
 



参加企業一覧 
株式会社creativebox 
株式会社アサツーディ・ケイ 
株式会社ロボット 
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 
Sprinklr Japan株式会社 
株式会社Jストリーム 
アカマイ・テクノロジーズ合同会社 
株式会社スケダチ 
NHK 
D.A.Consortium, inc 
GMO NIKKO株式会社 
GMO TECH株式会社 
NTTレゾナント株式会社 
INFOBAHN Inc. 
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 
株式会社オプト 
GMOモバイル株式会社 
ログリー株式会社 
株式会社オープンエイト 
株式会社Sen 
アタラ合同会社 
読売新聞東京本社 
パブマティック株式会社 
ブライトコーブ株式会社 
PubMatic 
株式会社ジーニー 
株式会社Gunosy 
ホールハート 
ターゲッティング株式会社 
パブマティック株式会社 
株式会社日経BP 
株式会社産経デジタル 
株式会社EXIDEA 
株式会社veacon 
株式会社ビーワークス 
株式会社オカワリ 
IT屋もりた 
 
                                順不同 
 
 
 

 

　参加者合計　443名 
 
 
 



スピーカー 
西田善太（株式会社マガジンハウス ブルータス編集部・編集長） 
 
イヴ・ブゴン（株式会社ハースト婦人画報社 代表取締役社長 & CEO） 
 
北庄司英雄（ブライトコーブ株式会社 セールス ディレクター） 
 
渡辺洋之（株式会社日本経済新聞社 電子版担当　執行役員） 
 
上條 裕幸（日本経済新聞社 デジタルビジネス局　部長） 
 
橋本久茂 （AOLプラットフォームズ・ジャパン株式会社 最高執行責任者） 
 
イセ オサム （株式会社狩猟社 取締役 / プロデューサー） 
 
津田 一成 （株式会社インフォバーン アカウントコンサルティング部門アカウントプランニングユニット 
セールスマネージャー） 
 
菅野圭介 （ファイブ株式会社 Co-founder, CEO） 
 
森健志郎（株式会社スクー　代表取締役社長） 
 
嶋浩一郎（株式会社博報堂ケトル　代表取締役社長） 
 
手島湖太郎（株式会社インフォバーン　アカウントコンサルティング部門 メディアプロデュースユニット  
ビジネスマネージャー） 
 
藤田誠（ターゲッティング株式会社　代表取締役　メディアプロデューサー） 
 
太田正仁（日本テレビ放送網株式会社　インターネット事業局　インターネット事業部副部長 
 
船越雅史（HJホールディングス合同会社　ヴァイスチェアマン） 
 
谷口マサト（LINE株式会社　チーフプロデューサー） 
 
今田 素子（株式会社インフォバーン　代表取締役CEO） 
 
佐々木紀彦（株式会社ユーザベース　NewsPicks編集長 執行役員） 
 
ロブ・ジョナス（PubMatic Inc.　Global Chief Revenue Officer） 
 
菅原 聡（株式会社日本ビジネスプレス　代表取締役社長） 
 
松浦茂樹（スマートニュース株式会社　メディアコミュニケーション ディレクター） 
 
伊藤真嗣（小学館　広告局 雑誌ブランドビジネス室 課長） 
 
蜷川新治郎（テレビ東京コミュニケーションズ　取締役） 
 
田端信太郎（LINE株式会社　上級執行役員　法人ビジネス担当） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　           　順不同 
 
 
 
 
 



スピーカー 
山本 章悟（株式会社オムニバス　代表取締役 CEO） 
 
宮崎聡（株式会社サイバーエージェント　取締役 メディア統括本部管轄 
 
蜷川新治郎（テレビ東京コミュニケーションズ　取締役） 
 
森 英次郎（ 株式会社CMerTV　取締役） 
  
堀江貴文（SNS株式会社　ファウンダー） 
  
下川猛（株式会社フジテレビジョン　コンテンツ事業局コンテンツ事業センターコンテンツデザイン部 
兼営業局営業推進センターデジタルマーケティング部） 
 
小沢匠（アドビ システムズ株式会社　コンサルティング本部　本部長） 
 
石井龍夫（花王株式会社　デジタルマーケティングセンター長） 
 
櫻井 徹（株式会社T-MEDIAホールディングス　代表取締役社長兼CEO） 
  
工藤智昭（株式会社ジーニー　代表取締役社長） 
 
佐藤朋裕（株式会社東洋経済新報社　メディア営業部兼デジタル戦略部　担当部長） 
 
城口 智義（株式会社インフォバーン　アカウントコンサルティング部門/経営企画室 部門長/執行役員） 
 
山田俊浩（株式会社東洋経済新報社　東洋経済オンライン編集長） 
 
町田敏生（日本経済新聞社　デジタル編成局次長） 
 
平井強（スキルアップ・ビデオテクノロジーズ株式会社　代表取締役社長） 
 
古川 順教（株式会社三越伊勢丹　WEB事業部営業計画担当担当長） 
 
前田裕二（株式会社ディー・エヌ・エー　SHOWROOM総合プロデューサー）  
 
高松 雄康（株式会社オープンエイト　代表取締役社長兼CEO (最高経営責任者） 
 
福山誠（株式会社Donuts） 
 
江見真理子（メディアサポーター/コンサルタント） 
 
 

順不同 



スポンサー覧 
プレミアムスポンサー 

スポンサー 

渡辺洋之（株式会社日本経済新聞社 電子版担当 執行役員） 
 
橋本久茂（AOLプラットフォームズ・ジャパン株式会社 最高執行責任者) 
 
北庄司英雄（ブライトコーブ株式会社 セールス ディレクター) 
 
松浦茂樹（スマートニュース株式会社　メディアコミュニケーション ディレクター） 
 
谷口マサト（LINE株式会社　チーフプロデューサー） 
 
太田正仁（日本テレビ放送網株式会社 インターネット事業局 インターネット事業部 副部長) 
 
福島良典（株式会社グノシー　代表取締役 最高経営責任者） 
	
 

アドバイザリーボードメンバー 

　　順不同 



参加者役職区分 

経営者/社長/創
設者/役員クラス 

22% 

部長 22% 

課長 16% 

主任・
係長 
12% 

一般社員 28% 

経営者/社長/創設者/役員クラス 

部長 

課長 

主任・係長 

一般社員 



 

 

【お問い合わせ】 
メディアサミット運営事務局 
 
〒106-0032 
東京都港区六本木6-15-1 
E-mail imedia@dmgevents-japan.com 
Tel 03-5414-5430 
Fax 03-5414-5431 
 
 


