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DIRECT SUMMIT 
AFTER SHOW REPORT 

イベント概要 
日程： 2015年9月7日(月) -9日(水) 
会場： 城山観光ホテル（鹿児島） 
主催： ディーエムジー・イベンツ・ジャパン株式会社 
 

ダイレクトサミット開催について 
ダイレクトマーケティングの転換期に、新たなビジネスモデルを創出する国際会議。 
2015年9月、鹿児島城山観光ホテルにて、直販・通販事業に携わる方々を対象に、 
「ダイレクトサミット2015」を初めて開催致しました。 
直販・通販業界の発展をきっかけとしたさらなる経済成長を目的として、直販・通販
事業のトッププレーヤーが日本全国から集結し、知識・経験・ノウハウ・そうして通
販業界の最新潮流について、２泊３日に渡り発信・共有しました。 
短期間の中にも約30名のスピーカーによるセッション、ネットワーキングイベント、
ディスカションなど数々のイベントが行われました。 
また、ダイレクトサミットの大きな特徴は、これまでなかった事業責任者同士の横の 
繋がりを築くネットワーキングの場であり、今年のダイレクトサミットでも、 
実際に多数の商談がその場で成立いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 



ブランド広告主参加企業一覧 (1) 

スリーエム ジャパン株式会社 
アドビ システムズ 株式会社 
味の素株式会社 
アモーレパシフィックジャパン株式会社 
アンファー株式会社 
株式会社ベネッセコーポレーション 
株式会社コスメコム 
株式会社クレディセゾン 
株式会社ディノス・セシール 
ダイドードリンコ株式会社 
株式会社エトヴォス 
株式会社フェリシモ 
フジッコ株式会社 
GMOメイクショップ株式会社 
株式会社ガリバーインターナショナル 
ガシー・レンカー・ジャパン株式会社 
株式会社発酵生活 
ハウスウェルネスフーズ株式会社 
エステー株式会社 
株式会社アイリンク・アソシエイツ 
日本ウェルネス研究所株式会社 
株式会社JIMOS 
株式会社サダマツ 
カゴメ株式会社 
株式会社カネボウ化粧品 
花王株式会社 
株式会社 健康家族 
キリン株式会社 
株式会社キタムラ 
小林製薬株式会社 
株式会社コメ兵 
株式会社コーセー 
コーセープロビジョン株式会社  
株式会社久原本家 
ロクシタンジャポン株式会社 
森永乳業株式会社 
森下仁丹株式会社 
ネスレ日本株式会社 
株式会社ニューバランスジャパン 
 
 

株式会社NTTドコモ 
株式会社お茶村 
オーマイグラス株式会社 
オイシックス株式会社 
株式会社オリエンタルランド 
パナソニック株式会社 
株式ピーチ・ジョン 
ペットゴー株式会社 
株式会社良品計画 
エステー株式会社 
ソフトバンク株式会社 
エステー株式会社 
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 
株式会社スタートトゥデイ 
サンスター株式会社 
サントリーウエルネス株式会社 
株式会社トウ・キユーピー 
農業生産法人株式会社熱帯資源植物研究所 
株式会社ユー・エス・ジェイ 
株式会社やずや 
アウディジャパン株式会社 
株式会社南日本放送 
株式会社プレナス 
キューサイ株式会社 
株式会社アイスタイル 
株式会社ファーマフーズ 
セールス・オンデマンド株式会社 
株式会社千趣会 
株式会社世田谷自然食品 
シャボン玉せっけん 
新日本製薬株式会社 
株式会社 資生堂 
株式会社秀英予備校 
エスオーシー株式会社 
 
 

ブランド広告主参加者 98名 
 

順不同 



パートナー企業一覧 (2) 

株式会社エージェントプラス 
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 
株式会社エイド・ディーシーシー 
アカマイ・テクノロジーズ合同会社 
株式会社オールアバウト 
アライドアーキテクツ株式会社 
アンダス株式会社 
株式会社アサツーディ・ケイ 
アタラ合同会社 
株式会社アクシバル 
ビジネスサーチテクノロジ株式会社 
CCCマーケティング株式会社 
株式会社クリエイターズマッチ 
株式会社サイバーエージェント 
株式会社大広九州 
株式会社大広 
株式会社ディレクタス 
株式会社ドーモ 
株式会社ファインドスター 
株式会社GeeeN 
株式会社グランドビジョン 
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 
株式会社博報堂 
株式会社博報堂プロダクツ 
株式会社アイモバイル 
株式会社アイ・エム・ジェイ 
KAIZEN platform Inc. 
ログリー株式会社 
relativ 
マリンソフトウェア株式会社 
株式会社ワンスター 
株式会社オプト 
株式会社ペンシル 
株式会社 プラスアルファ・コンサルティング 
株式会社セプテーニ 
スパークジャパン株式会社 
株式会社スパイスボックス 
株式会社Sprocket 
株式会社 売れるネット広告社 
株式会社warmth 
 
 
 
 

株式会社オープンエイト 
株式会社リプライオリティ 
株式会社アドウェイズ 
株式会社エフォーション 
株式会社オムニバス 
株式会社東通メディア 
株式会社アーダン 
株式会社ベストインクラスプロデューサーズ 
株式会社CyberZ 
サイバーエリアリサーチ株式会社 
株式会社ゼネラルアサヒ 
株式会社mediba 
ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 
株式会社テマヒマ 
ヤフー株式会社 
株式会社ゼロスタート 
株式会社電通九州 
株式会社Fusic 
株式会社ゆめみ 
テコラス株式会社 
スプリンクラージャパン株式会社 
 
 

 
事業主参加者 　　　 98名 
パートナー参加者   111名 
合計　　   　　　   209名 

パートナー企業111名 
 

順不同 



アドバイザリーボードメンバー 

・オイシックス CMO 西井敏恭氏 
 
・花王 デジタルトレード室長 本間充氏 
 
・東急ハンズ 執行役員オムニチャンネル部長 長谷川秀樹氏 
 
・ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング マーケティングeコマースマネージャー 井上大輔氏 
 
・フェリシモ　新規事業開発本部 フェリシモプリュス部長 市橋邦弘氏 
 
・ペンシル 取締役COO 倉橋美佳氏 
 
・サイバーエージェントエグゼクティブプロデューサー 稲益仁氏 
 
・アンダス 代表取締役社長 前田哲郎氏 
 
・グランドビジョン 代表取締役社長 中尾賢一郎氏 
 
・売れるネット広告社 代表取締役社長 加藤公一レオ氏 
 

スポンサー一覧 

※以下50音順 



参加事業主決済権限・役職一覧 

企画立案 
14% 

企画提案 14% 

購買決済 
13% 承認 32% 

評価選定 25% 

調査分析 1% その他 1% 

企画立案 
企画提案 
購買決済 
承認 
評価選定 
調査分析 
その他 

参加事業主購買における決済権限(事前アンケート参考) 

参加事業主役職別分布 

代表取締役 11% 

取締役・執行役員 
9% 

部長 21% 

課長 21% 

その他 38% 
代表取締役 
取締役・執行役員 
部長 
課長 
その他 



業種別参加事業主実数 

飲料・食品, 
27% 

化粧品・衛生
用品, 18% 

流通・
小売, 
16% サービス, 6% 

WEB・モバイル
サービス, 5% 

雑貨・玩具・生活
用品, 5% 

ファッション・繊
維, 4% 

その他, 19% 

飲料・食品 
化粧品・衛生用品 
流通・小売 
サービス 
WEB・モバイルサービス 
雑貨・玩具・生活用品 
ファッション・繊維 
その他 
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iMedia ダイレクトサミット運営事務局 
東京都港区六本木けやき坂テラス601 
TEL: 03-5414-5430 
Email: imedia@dmgevents-japan.com 
 

　お問い合わせ 


