一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローにおける随意契約の実績
誘客事業部

（平成30年度

4／四半期分）

海外プロモーション課

No.

契約の名称

単位：円
契約日

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

地方自治法

契約の相手方の選定理由

施行令（根拠）

当該事業者は、歴史や文化コンテンツに強く、沖縄の食文化の歴史や背景を表
現するために適切なケーブルテレビ局である。当該事業者が提供するTV番組の
視聴者は高所得・高学歴で海外情報への興味が高く、沖縄観光がターゲットと
1

欧州地域における泡盛を活用したｲﾍﾞﾝﾄ及びﾒﾃﾞｨｱ
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ業務

平成31年1月8日

13,500,000

エーアンドイーネットワーク

東京都港区西新橋2－35－2ハ

第167条の２

ジャパン（同）

ビウル西新橋12階

第１項第２号

する客層と合致する。また、当該TV番組は世界各国で放送されており、多言語
展開にも柔軟に対応するため、欧州での展開が容易である。作品の2次使用が許
可されており、放送後、当財団がプロモーション活動に動画等を活用できる。
前述の要件を満たすのは当該事業者のみであるほか、過去に類似のプロジェク
トを行っており、その際のプロジェクトの評価も非常に高く、今回の事業を委
託するに足るものであると判断したため契約を行った。

2

3

香港市場向け着地型コンテンツ販売サイトタイ
アップ事業

豪州BtoC旅行博「Flight Centre World Travel
Expo 2019」出展に係るブース施工及び装飾

平成31年1月11日

平成31年1月15日

2,000,000

Klook Travel Technology
Limited

22/F,Kinwick Center,

第167条の２

外国での契約となる。当該コンテンツサイトは、毎月100万件以上の予約を受

第１項第２号

け付けており、JNTOともパートナーシップを結んでいるため、契約を行った。

Suite 89, 26-32 Pirrama Road,

第167条の２

外国での契約となる。全2社に見積もりを依頼したが、当該事業者の見積もり金

Pyrmont NSW 2009 Australia

第１項第２号

額が低廉であったため、契約を行った。

32Hollywood
Road,Central,Hong Kong

2,884,200 doq Pty Ltd.

外国での契約となる。当該事業者は、イギリスにて沖縄観光セールスレップ
（現地プロモーション担当）として沖縄プロモーション活動を行っている法人
であることから、同市場での沖縄の認知度およびセールスポイントを理解して

Central Working 4th Floor
4

英国旅行博「Destinations－the holiday & travel
show 2019」出展に伴うブース施工及び装飾

平成31年1月15日

1,580,699 Cross

Media Ltd.

Translation and Innovation

第167条の２

Hub 80 Wood Lane, London

第１項第２号

W12 0BZ

おり、今回の旅行博にて沖縄観光プロモーション活動を行うにあたり、イギリ
ス市場における沖縄のプロモーションを考慮した的確なブース施工及び装飾業
務の実施が十分に見込める団体である。
また、現地にてイベント業務に関する実績があり、施工業務の経験も豊富で
あることから今回の事業を委託するに足るものであったと判断したため契約を
行った。

5

欧米系クルーズ船ランドオペレーター Destination
Asia担当者招聘事業

沖縄県那覇市おもろまち4-19平成31年1月16日

1,281,123

（株）JTB沖縄

30
新都心DLビル３階

旅行手配業務に該当し平成25年7月1日付企画総務部総務課通知により随意契約
第167条の２

として対応した。

第１項第２号

県内ランドオペレーター４社に呼びかけをし、見積競争を行った結果、仕様書
を満たし最低価格を提示した当該事業者と契約を行った。

外国での契約となる。当該媒体はオーストラリア市場内での有力な日本情報サ

6

オーストラリア

日本情報ウェブサイト「G'Day

Japan」における広告出稿

Suite 3704, Level 37,
平成31年1月18日

1,300,000 JAMS.TV Pty Ltd

Gateway, 1 Macquarie Place,
Sydney NSW 2000

イトであり、沖縄県がターゲットとする訪日旅行リピーターへのアプローチが
第167条の２

期待できる。また、オーストラリアでの懸賞キャンペーンを行うには、豪州

第１項第２号

ニューサウスウェールズ州政府への申請手続き等が必要となるが、当該媒体は
同州で日本懸賞キャンペーンの実績もあり、今回の事業を委託するに足るもの
であると判断したため契約を行った。

その他

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローにおける随意契約の実績
誘客事業部
No.

（平成30年度

4／四半期分）

海外プロモーション課
契約の名称

単位：円
契約日

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

地方自治法

契約の相手方の選定理由

施行令（根拠）

県内のロケ地保全や撮影トラブルの回避を目的に、ロケコーディネーターを取
7 Uﾏｶﾞｼﾞﾝ招聘にかかるｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務

平成31年1月21日

1,371,097 （有）アンド インディー

沖縄県宜野湾市大山6-44-3-

第167条の２

りまとめている唯一の団体であるロケーションコーディネート協会おきなわへ

101

第１項第２号

コーディネート業務を依頼したところ、海外ロケに実績があり、かつ当該期間
に対応できる事業者が当該事業者のみであったため契約を行った。

8 ベトナム旅行会社招聘事業に係る旅行手配業務

平成31年1月23日

2,536,032 （株）日本旅行沖縄

沖縄県那覇市久茂地三丁目21

第167条の２

番1号

第１項第２号

旅行手配業務に該当し、平成２５年７月１日付企画総務部総務課通知により随
意契約として対応した。3社による見積競争により最低価格を提示した当該事業
者と契約を行った。

Level 3, Annexe Block, Lot 10
9

ﾏﾚｰｼｱLEDｼﾞｬｲｱﾝﾄｷｭｰﾌﾞ及びﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄにおける広
告展開

平成31年1月23日

8,006,443 YTL Info Screen Sdn Bhd

Shopping Centre, 50 Jalan

第167条の２

外国での契約となる。当該事業者は今回CM広告を実施する現地にて影響力の高

Sultan Ismail, 50250 Kuala

第１項第２号

い各種モニター及び吊り広告を所有、運営していたため契約を行った。

Lumpur

ジェットスターは那覇＝シンガポール路線を運航する唯一の航空会社であり、
10 ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ特別機内誌における記事広告出稿

平成31年1月25日

1,200,000 (株)角川ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ

沖縄県那覇市寄宮1-3-37

第167条の２

NTT与儀ビル別館

第１項第２号

かつ東南アジア地域路線を網羅しているため、同航空会社機内誌は広告効果が
高いと判断した。当該事業者はジェットスタージャパンの機内誌である
「jetstar MAGAZINE」の指定代理店であり、ジェットスターグループの媒体に
おける日本側の唯一の事業者であったため契約を行った。

11

重点市場（韓国・台湾・香港）向けSkyscanner広
告配信

平成31年1月25日

2,000,000 Skyscanner Japan（株）

東京都千代田区大手町1-9-2-

第167条の２

19

第１項第２号

当該サイトは、重点市場の韓国・台湾・香港において、航空券の価格比較を提
供しているメタサーチサイトの中でも、最大級のユニークユーザーを持ってい
たため、契約を行った。

当該事業者はアジア全域で6,000万人の旅行者データを保有し、アジアで初めて
12 台湾市場向けVpon旅マエ広告配信

平成31年1月25日

3,000,000 Vpon JAPAN（株）

東京都新宿区西新宿1-1-6

第167条の２
第１項第２号

適地性モバイル広告をスタートした事業者である。今回、季節毎のコンテンツ
を訴求し、再来訪を促す台湾市場においても豊富な実績があり、特に、リピー
ター向けのPRに必要な旅行者データの質と量は信頼できるものであったため、
契約を行った。

その他

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローにおける随意契約の実績
誘客事業部

（平成30年度

4／四半期分）

海外プロモーション課

No.

契約の名称

単位：円
契約日

契約の相手方の名称

契約金額

契約の相手方の住所

地方自治法

20F, DMC digital cube
13

韓国市場向け着地型コンテンツ販売サイトタイ
アップ事業

平成31年1月28日

2,000,000 WAUG Travel INC.

契約の相手方の選定理由

施行令（根拠）

Sangam, 34, Sangamsan-ro,

第167条の２

Mapo-gu, Seoul, Republic of

第１項第２号

Korea

外国での契約となる。当該サイトは、毎月１００万人以上の訪問者を誇る、韓
国市場最大手のアクティビティ予約サイトであり、今回の事業を委託するに足
るものであると判断したため、当該事業者との契約を行った。

旅行手配業務に該当し、平成２５年７月１日付企画総務部総務課通知により随
14 中国広東省旅行社沖縄観光視察FAMツアー

平成31年1月28日

1,025,855

（株）メリットトレーディン

沖縄県那覇市安謝1丁目2番21

第167条の２

意契約として対応した。中国インバウンド取扱い事業者全てに見積を依頼した

グ

番アーバンウェスト秋桜201号

第１項第2号

ところ、3社から回答があった。最も廉価で旅行手配業務ができる当該事業者と
契約を行った。

15 中国西北・東北地方旅行社親子旅FAMツアー

16

17

平成30年度Instagramを活用したキャンペーン事
業

ﾌﾗﾝｽﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ旅行雑誌「Hotel & Lodge」沖縄記
事広告出稿及び特別冊子制作

18 香港ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰFAMﾂｱｰ

平成31年1月29日

平成31年1月29日

平成31年2月1日

平成31年2月1日

2,459,784 （株）ジャンボツアーズ

3,322,227 （株）ブレイン

1,703,160 Hôtel & Lodge S.A.S

2,038,168 （株）EGL OKINAWA

沖縄県那覇市久茂地2丁目15番

第167条の２

10号

第１項第２号

東京都渋谷区神宮前2-2-22 青

第167条の２

山神社ビルB1F

第１項第２号

17 rue de la Banque 75002

第167条の２

Paris

第１項第２号

沖縄県那覇市久茂地1-7-1琉球

第167条の２

リース総合ビル8階

第１項第２号

旅行手配業務に該当し、平成２５年７月１日付企画総務部総務課通知により随
意契約として対応した。中国市場対応可能のインバウンド旅行会社5社に見積を
依頼したところ、当該事業者のみ提出があったため契約を行った。

当該事業者は、平成30年度SNSを活用した英語圏・フランス・ドイツ向け情報
発信及び翻訳業務の受託事業者であるため、業務を一元化し最も迅速かつ円滑
に業務実施を図ることができると判断しため契約を行った。

外国での契約となる。当該誌はフランス市場において、デスティネーションに
特化した特別冊子の制作が可能、かつホテルに焦点を置いた唯一の旅行雑誌で
あったため、当該事業者と契約を行った。

旅行手配業務に該当し、平成２５年７月１日付企画総務部総務課通知により随
意契約として対応した。香港市場対応可能のインバウンド旅行会社10社に見積
を依頼したところ、当該事業者のみ提出があったため。

その他

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローにおける随意契約の実績
誘客事業部

（平成30年度

4／四半期分）

海外プロモーション課

No.

契約の名称

単位：円
契約日

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

地方自治法

契約の相手方の選定理由

施行令（根拠）

プロポーザル方式により広く公募を行ったところ5社から応募があった。それぞ
19

平成30年度沖縄観光国際化ビッグバン事業旅行博
覧会・商談会・イベント用ノベルティ製作業務

平成31年2月1日

7,938,000

光文堂コミュニケーションズ
（株）

沖縄県南風原町兼城577番地

167条の２

れの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、当該事業者の企画

第１項第２号

提案の内容が優れていることから特に評価が高く、総合得点でも最も高得点で
あったため、契約の相手方として選定した。

当該サイトは台湾を拠点とするアジア最大規模の現地ツアー専門予約Eコマー
20

台湾市場向け着地型コンテンツ販売サイトタイ
アップ事業

平成31年2月4日

2,000,000 （株）kkday Japan

東京都中央区京橋3－1－1東京

第167条の２

ス・プラットホーム運営会社である。日本の旅行会社をはじめ大手レストラン

スクエアガーデン14階

第１項第２号

予約サービス会社と提携しており、台湾を中心とした会員数は200万人を超えて
いたため、当該事業者との随意契約を行った。

当該サイトは、ダイナミックパッケージ予約可能なサイトとして最大の規模を
持ち、航空券を含むグループとしての総予約額は世界最大であり、新規、戦略
開拓市場でバランスよく外国人観光客を取り込んでいるOTA（オンライン旅行
21

Expedia新規、戦略開拓市場タイアップキャンペー
ン

平成31年2月5日

10,000,000

Travelscape LLC d/b/a
Expedia Media Solutions

10190 Covington Cross Drive,
Suite 300, Las Vegas, NV
89144-7043

第167条の２
第１項第２号

社）である。

当該サイトではホテルに加え航空券・（EUの）鉄道の予約がで

きることから早い段階からユーザーの旅行検討先、決定地を把握できる強みが
あり日本へのインバウンドマーケティングに対象となるユーザー、ならない
ユーザーの選別が可能であり、当該サイトで、日本・アジアを検索若しくは購
入したユーザーに向け広告配信を行うことで、さらなる誘客を図ることができ
ることから、契約を行った。

当該サイトは、航空券・ホテル・レンタカーなどの情報を、世界中の航空会
22

新規開拓市場、戦略開拓市場向けSkyscanner広告
配信

平成31年2月6日

4,000,000 Skyscanner Japan(株)

東京都千代田区大手町一丁目9

第167条の２

社・旅行会社など1200社以上のウェブサイトから横断的に比較検索できる大手

番2号グランキューブ19階

第１項第２号

旅行検索サイトであり、航空券の価格比較を提供しているメタサーチサイトの
中でも、最大級のユニークユーザーを持っているため契約を行った。

外国での契約となる。当該サイトは49の国と地域で展開している世界最大の旅
23

ﾄﾘｯﾌﾟｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ「ﾄﾗﾍﾞﾙﾌｨｰﾄﾞ」におけるﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
広告出稿

平成31年2月7日

10,000,000

TripAdvisor Singapore Private 8 Cross St, #26-01 PWC

第167条の２

行口コミサイトである。当該事業者はサイトをグローバル展開していることに

Limited

第１項第２号

より、ダイレクトに市場のニーズをプロモーションに反映することが可能で

Building , Singapore, 048424

あったため契約を行った。

その他

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローにおける随意契約の実績
誘客事業部

（平成30年度

4／四半期分）

海外プロモーション課

No.

契約の名称

単位：円
契約日

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

600 Sin Ming
24 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ屋外広告事業路線ﾊﾞｽﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ(ﾏﾙﾁﾙｰﾄ)

平成31年2月8日

1,091,907 Moove Media Pte Ltd

Ave.Level2,Citycab Building
Singapore 575733

25

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ屋外広告事業路線ﾊﾞｽﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ(経済・商業
ｴﾘｱ)

平成31年2月8日

26 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ屋外広告事業地下鉄ﾌﾞｷﾞｽ駅構内ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ 平成31年2月8日

27

Routes Asia 2019における航空路線開発コンサル
ティング業務

平成31年2月8日

1,386,548 SBS Transit Ltd

4,332,965 SBS TRANSIT DTL PTE. LTD.

1,719,570

OAG Aviation Worldwide Pte.
Limited

地方自治法
施行令（根拠）

第167条の２
第１項第２号

205 Braddell Road, Singapore

第167条の２

579701

第１項第２号

205 Braddell Road, Singapore

第167条の２

579701

第１項第２号

6 Shenton Way, #24-08A
OUE, Downtown 2, Singapore.
068809

契約の相手方の選定理由

外国での契約となる。当該事業者は世界で2番目に大きな交通会社の子会社とし
て、交通機関における屋外広告を実施している。当事業を実施する路線バス
（マルチルート）は当該事業者が所有、運営をしているため契約を行った。

外国での契約となる。当該事業者は世界で2番目に大きな交通会社の子会社とし
て現地PR効果の高い地下鉄の運行も行う。当事業を実施する路線バス（経済・
商業エリア）は当該事業者が所有、運営をしているため契約を行った。

外国での契約となる。当該事業者は世界で2番目に大きな交通会社の子会社とし
て現地PR効果の高い地下鉄の運行も行う。当事業を実施する駅構内の広告媒体
は当該事業者が所有、運営をしているため契約を行った。

第167条の２

外国での契約となる。航空路線開発関連コンサルティングサービス提供事業者2

第１項第２号

社に相見積もりを依頼したところ、当該事業者が最低価格を提示したため。

当該事業者は、香港市場において、独自に蓄積したビッグデータに1,200万オー
28 香港市場向けHotmobディスプレイ広告配信

平成31年2月8日

3,000,000 ホットモブ・ジャパン（株）

東京都中央区新川2-20-8-5F

第167条の２

ディエンスプロファイルと1,700万ユニークデバイスIDがあり、全香港合計デバ

第１項第２号

イス数の95%の情報を保有する香港最大規模のモバイルマーケティング企業で
あったため、当該事業者との随意契約を行った。

29 フランスダイビング専門旅行社等招聘事業

平成31年2月8日

4,038,611 （株）JALJTAセールス

沖縄県那覇市山下町3-24 3F

第167条の２
第１項第２号

旅行手配業務に該当し、平成２５年７月１日付企画総務部総務課通知により随
意契約として対応した。欧米地域対応可能のインバウンド旅行会社9社に見積を
依頼したところ、当該事業者のみ提出があったため契約を行った。

その他

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローにおける随意契約の実績
誘客事業部

（平成30年度

4／四半期分）

海外プロモーション課

No.

契約の名称

単位：円
契約日

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

地方自治法

契約の相手方の選定理由

施行令（根拠）

当該事業者はタイと沖縄の両方に支店があり、沖縄とタイをつなぐメディアを運営する

30 タイTVパッケージプロモーション事業

平成31年2月8日

4,036,500 （株）シーポイントアジア

沖縄県浦添市西原2-4-1 P's

第167条の２

SQUARE301

第１項第２号

唯一の事業者である。また、当該企業の代表取締役は沖縄県の委託駐在員として、タイ
市場における効果的手法について、沖縄県及びOCVBの現地アドバイザーの役割を担っ
ており、タイ人に向けて効果的なプロモーションを実施できることに加え、タイのテレ
ビ局と直接交渉し、調整を行うことができるため契約を行った。

旅行手配業務に該当し、平成２５年７月１日付企画総務部総務課通知により随
31 上海ウェディングFAMツアー

平成31年2月8日

1,819,732 （株）ジャンボツアーズ

沖縄県那覇市久茂地2丁目15番

第167条の２

意契約として対応した。中国インバウンド取扱い事業者全てに見積を依頼した

10号久茂地BKビル

第１項第2号

ところ、4社から回答があった。最も廉価で旅行手配業務ができる当該事業者と
契約を行った。

24 Prime BLDG, 11FL, Room

外国での契約となる。当該事業者はタイ・バンコクにおいて現地の情報や内

No.11A, Soi Sukhumvit
32

タイ旅行博TITF#24ブース施工及び運営サポート
業務

平成31年2月8日

5,835,846 CPoint(Thailand)Corp.,Ltd

21(Asokemontree),

第167条の２

Sukhumvit Road, Klongtoey-

第１項第２号

nua,

情、沖縄観光の両方に精通しており、当イベント（TITF）のサポート経験も豊
富である。また、ブースをデザインできるデザイナーが在籍していることに加
え、ブース施工会社や現地通訳の手配など、ブース施工から運営サポート業務
まで一式を受託できる唯一の事業者であるため契約を行った。

Wattana, Bangkok 10110

当該事業者はタイと沖縄の両方に支店があり、沖縄とタイをつなぐメディアを
運営する唯一の事業者である。また、タイ人に向けて効果的なプロモーション
33 ﾀｲ大型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ招聘事業

平成31年2月13日

6,622,344 （株）シーポイントアジア

沖縄県浦添市西原2-4-1 P's

第167条の２

を実施できることに加え、タイの大型インフルエンサーが所属する事務所と現

SQUARE301

第１項第２号

地語で直接交渉し、調整を行うことができる。また、現地に事務所を置いてい
ることから、招聘終了後も商品造成にむけて調整を引き続きおこなうことがで
きる唯一の事業者であるため契約を行った。

プロポーザル方式により広く公募を行ったところ4社から応募があった。それぞ
34

平成30年度

沖縄観光国際化ビッグバン事業「英

語リゾートホテルマップ」製作業務

平成31年2月19日

1,799,998 新星出版（株）

沖縄県那覇市港町2-16-1 琉

第167条の２

れの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、当該事業者の提案

球新報開発ビル2F

第１項第２号

は企画提案内容等が優れていることから特に評価が高く、総合得点でも最も高
得点であったため、契約を行った。

県内のロケ地保全や撮影トラブルの回避を目的に、ロケコーディネーターを取
35

韓国メディア「グルメFAMツアー」実施にかかる
コーディネート業務

平成31年2月20日

2,366,580 （同）T&S G-whiz

沖縄県国頭郡金武町字伊芸

第167条の２

りまとめている唯一の団体であるロケーションコーディネート協会おきなわへ

1668-2

第１項第２号

コーディネート業務を依頼したところ、海外ロケに実績があり、かつ当該期間
に対応できる事業者が当該事業者のみであったため契約を行った。

その他

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローにおける随意契約の実績
誘客事業部

（平成30年度

4／四半期分）

海外プロモーション課

No.

契約の名称

36 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾑｽﾘﾑ旅行社およびｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ招聘事業

単位：円
契約日

平成31年2月22日

契約金額

契約の相手方の名称

1,327,894 DAT PLUS

契約の相手方の住所

地方自治法

契約の相手方の選定理由

施行令（根拠）

那覇市おもろまち2-5-37パル

第167条の２

マ1 4-1

第１項第２号

旅行手配業務に該当し、平成２５年７月１日付企画総務部総務課通知により随
意契約として対応した。3社による見積競争の結果、仕様書を満たし最低価格を
提示した当該事業者と契約を行った。

県内のロケ地保全や撮影トラブルの回避を目的に、ロケコーディネーターを取
37 JALﾊﾟﾘ支店連携ﾌﾗﾝｽﾄﾗﾍﾞﾙﾌﾞﾛｶﾞｰ招聘事業の業務

平成31年2月28日

2,395,533 （有）アンド

インディー

沖縄県宜野湾市大山6-44-3-

第167条の２

101

第１項第２号

りまとめている唯一の団体であるロケーションコーディネート協会おきなわへ
照会したところ、海外からの案件の対応実績が豊富な事業者として紹介があ
り、かつ当該期間に対応できる事業者が当該事業者のみであった為契約を行っ
た。

当該事業者が発行する雑誌「CRUISE」は日本初のクルーズ専門誌であり、隔月
38

雑誌「CRUISE」沖縄タイアップ特集抜き刷り小冊
子製作

平成31年3月1日

1,890,000

（株）海事プレス社

東京都千代田区神田岩本町2-1

第167条の２

吉安神田ビル3階

第１項第２号

刊雑誌として発行され、且つ国内港湾の情報を取り扱う唯一の媒体である。そ
のため、県内主要港湾及び最新の沖縄寄港地観光情報を掲載しクルーズ旅行に
興味のある層に情報発信する媒体として適切であると判断し、契約の相手方と
して選定した。

外国での契約となる。
39

トリップアドバイザー及びクルーズクリティック
オンライン広告

平成31年3月8日

1,200,000

TripAdvisor Singapore Private 8 Cross St, #26-01 PWC
Limited

Building , Singapore, 048424

第167条の２
第１項第２号

クルーズクリティックはクルーズに特化した唯一のオンライン口コミサイトで
ある。当該事業者はクルーズクリティックを擁するオンライン口コミサイトで
あり、クルーズクリティックと連携した広告出稿を実施できる唯一の事業者で
あったため。

その他

