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社是　　お客様の繁栄と社業の発展に尽力する経営

社訓　　一つ、私たちは創造力を発揮します。

　　　　一つ、私たちは経営者意識を身につけます。

　　　　一つ、私たちは相互理解と助け合いを実践します。

　　　　一つ、私たちは率先垂範を心がけ常に迅速に行動します。

　　　　一つ、私たちは誠意と笑顔でお客様を大切にします。

グループコンセプト 社是・社訓

私どもレッドホースグループは、

Market Creation（市場創造）の実現を通じて、

お客様の繁栄と社業の発展を両立させることが

正しい経営であると信じています。

そして、お客様と当社の発展を実現すべく、

上記5つの社訓に則り行動することをここに誓います。
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Redhorse という我々の会社名には、素晴らしい企業や文化、モノやサービス、時には人材を我々独自の目利きによって発掘し、価値を付加し、我々が三国志で
言うところの「赤兎馬」の役を務め、新しい世界へ一緒に飛び出そうという思いが込められています。

日本には贈答文化があります。お世話になった人に感謝の気持ちを込めて贈るお中元やお歳暮、感動のお裾分けとして贈る旅行のおみやげ、あいさつの意味で持
参する手みやげなど。いずれも、相手のことを考え、贈り手の気持ちを形として伝えるというものです。中核会社であるレッドホースコーポレーション株式会社
では、その贈答文化の一つである旅行おみやげに焦点を当て、「海外おみやげ通販」という形で数十年間ビジネスを行ってきました。旅のおみやげを贈りたいと
いう旅客の気持ち、及び、旅客の旅の快適さに同時に応えるような事業と言えます。

近年は、いくつもの新たな領域で弊社ビジョンである「市場創造」へ果敢に挑戦してきました。「旅から成す地方創生」というテーマからは、日本市場における
地方自治体のふるさと納税支援事業、日本最大の観覧車となった REDHORSE OSAKA WHEEL を絡めたインバウンド事業。

「ギフト文化の復興」というテーマでは、贈答のプロとしての可能性をさらに広げ、株主優待・販促・SP に代表されるような法人顧客に向けたギフトビジネスや、
海外挙式のおさらみやげとブライダルギフトをワンストップで提供する新しいブライダルギフトサービス、今の時代の顧客ニーズに正対した新しいギフトチャネ
ルの開拓。

大中華圏のサービスで言えば、訪日外国人旅客向けの日本国内おみやげ通販サービスの強化と、さらにそれを超えて外国人の日本商品の自家消費需要をターゲッ
トとした EC 事業。

2016 年度の台湾（Taipei Exchange）への上場を経て、中華圏での知名度も増し、中華圏での市場創造の意思に共感してくれるパートナーもアジア市場という
大きな盤上で増えてきました。

経営の思想は、弊社が何十年にわたって培ってきた資産をより一層活用しようという壮大な挑戦の一環として生まれています。「アジアを駆け巡る赤兎馬」を目
指し、アジア社会に向けて多くの価値を届ける企業を継続して目指してまいりますので、今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2018 年 7 月
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代表取締役会長 兼 社長



事 業 内 容

我々は変化と挑戦を通じて、さまざまな市場を創造しています
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トラベルサービス事業
海外・国内のおみやげを、旅行出発前に予約できるサービスを提
供。おみやげ通販カタログ「おみやげ宅配便」、おみやげ通販サイ
ト「ギフトランド」、旅行用品サイト「トラベラーストア」をはじめ、空
港内にショップを展開し、旅行者のあらゆるニーズに応えます。

ウェルネス事業
加速する健康志向のニーズに応えるべく発足したウェルネス
事業。さまざまなオリジナル自社商品の開発・販売などを行な
っています。培ってきた独自の商品開発技術と物販ノウハウを
組み合わせ、新たな健康市場へ参入を図っています。

ギフト事業
日本の贈答文化のひとつである「旅行」に焦点を当て、「おみや
げ通販」という形で数十年間ビジネスを行なってきました。国
内・海外おみやげ品の開発や、イベント会場での対面販売・宅
配サービスを通じて５０年以上にわたって愛されてきた商品
資産を、ギフト市場で幅広く展開しています。

地域活性化事業
ふるさとの魅力を、まるみえにする。ふるさと納税サイト。2015年から制度が
変わり、ますます利用しやすくなった「ふるさと納税」。
ふるまるサイトを通して、ふるさと納税の魅力を伝え、利用者増進を図ると共に、
全国の地方自治体への寄附によっての地域活性化も目的としています。

エデュテインメント事業
Education（教育）とEntertainment要素、
そのふたつを併せもつものを「エデュテイメント」と呼んでいます。
エデュテインメント事業への第一歩が、「オービィ大阪（Orbi Osaka)」
“遊びながら学べる地球の大自然”をテーマにした、
大自然超体感ミュージアムを運営しております。



トラベルサービス事業
海外・国内のおみやげを、旅行出発前に予約できるサービスを提供。おみやげ通販カタログ「おみやげ宅配便」、おみやげ通販サイト「ギフトランド」、
旅行用品サイト「トラベラーストア」をはじめ、空港内にショップを展開し、旅行者のあらゆるニーズに応えます。
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海外・国内のおみやげを、旅行出発前にギフト
ランドで事前予約。ご希望の日にちに最短翌日
でご自宅に配送するサービスです。おみやげ選
びの時間短縮や荷物軽減にもつながります。
https://www.gift-land.com

旅行用品専門通販サイトです。大型、機内持込、
軽量など用途に合わせたスーツケースや、貴重品
入れ、便利な旅行グッズ、バッグなど旅をサポート
できるさまざまなアイテムを取り揃えています。

https://www.traveler-store.com

渡航先で困らないために必要な準備、快適な旅
をサポートするためのトラベルグッズの販売や品
選びのご相談など行っています。内外の各種旅
行用品やオリジナル商品も取り揃えております。

海外旅行・国内旅行に役立つ
おすすめ情報をお届け「旅ゴー！」

空港内で展開する「SKY MARKET」。世界各国の
おみやげなどを取り揃え、おみやげの買い忘れに便
利。帰国後の移動途中に召し上がっていただける、
ドリンク、パン、おにぎりも取り揃えております。
https://www.gift-land.com/shop_info

成田空港内に展開する『桜 Sakura』は、観光庁主催「
魅力ある日本のおみやげコンテスト」で受賞した商品
を中心に、桔梗信玄餅、江戸切子のほか、扇子や浴衣
などの日本を代表するおみやげを取り揃えています。

https://www.gift-land.com/shop_info

https://www.gift-land.com/travel_support

https://www.gift-land.com/shop_info

ご自宅に居ながら世界中のおみやげをショッピング。
ご予約いただいたおみやげは帰国日に合わせて宅配便で
お届けします。「おみやげ宅配便」カタログは全国の旅行
会社、又は旅行関連業社にて無料配布しています。



ふるさとの魅力を、まるみえに！ ふるさと納税サイト

http://furumaru.jp/

地域活性化事業
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ふるさとの魅力を、まるみえにする。ふるさと納税サイト。2015年から制度が変わり、ますます利用しやすくなった「ふるさと納税」。
ふるまるサイトを通して、ふるさと納税の魅力を伝え、利用者増進を図ると共に、全国の地方自治体への寄附によっての地域活性化も目的としています。



エデュテインメント事業
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地球まるごと体験ミュージアム
Orbi Osaka

Education（教育）とEntertainment要素を併せもつ、エデュテイ
ンメント事業への第一歩を踏み出すため、「オービィ大阪（Orbi 
Osaka)」のライセンシーとして運営権を取得。“遊びながら学べる
地球の大自然”をテーマにした大自然超体感ミュージアムを運営し
ております。

http://orbiosaka.com

日本一の高さ（123m)を誇る大観覧車
Redhorse OSAKA WHEEL

「OSAKA WHEEL」は日本一、世界でも屈指の高さを誇る観覧車
として、「EXPOCITY」全体のランドマークとして誕生しました。大
阪の街並み、夜景を一望できます。全ゴンドラには冷暖房を完備し、
幅広い座席シート等、ゆとりのある設計で快適な空間を提供。また、
世界初となる免震構造を採用しています。

http://osaka-wheel.com

その土地の魅力を360°まる見えにする
REDHORSE MARUMIE PLAZA

大阪の複合施設「EXPO CITY」内に展開中のショップ。大阪でやり
たいこと、食べたいもの、買いたいもの。大阪の魅力を360°の視点
からまる見えにするのが「REDHORSE MARUMIE PLAZA大阪
店」です。おいしいフードやスイーツ、他店では買えないオリジナル
グッズなどをマルっとお買い物いただけます。

http://ma-ru-mi-e.jp/osaka



http://www.rhwellness.co.jp
http://www.eon.jp

レッドホースウェルネス株式会社
公式オンラインショップ

加速する健康志向のニーズに応えるべく発足したウェルネス事業。「北海道 羊蹄山の水」を使用した水素発生型ナチュラルウォーター「PIRAQUA（ピラクア）」などの
オリジナル自社商品の開発・販売などを行なっています。培ってきた独自の商品開発技術と物販ノウハウを組み合わせ、新たな健康市場へ参入を図っています。

ウェルネス事業
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ギフト事業
日本の贈答文化のひとつである「旅行」に焦点を当て、「おみやげ通販」という形で数十年間ビジネスを行なってきました。
国内・海外おみやげ品の開発や、イベント会場での対面販売・宅配サービスを通じて５０年以上にわたって愛されてきた商品資産を、ギフト市場で幅広く展開しています。
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全国各地のグルメをおとりよせできるサービス。
絶品スイーツや老舗商品、低価格でグルメが楽し
める訳あり商品など、家にいながら全国の美食を
堪能できます。また、プレゼントにも最適です。

https://www.gift-land.com バックに特化した商品通販サイト。毎日使うバ
ックをお洒落にして、生活を楽しくしてほしいと
いうコンセプトで展開。あらゆるニーズに応え
るバックを展開中。

https://www.rakuten.ne.jp/gold/bellect

ギフト・ノベルティに特化して商品を展開して
います。日本全国、世界各国から集めた１万ア
イテム以上をギフト・ノベルティとしてご活用頂
けます。

https://www.gift-land.com/houjin/

おとりよせ



会社概要

Corporate Officers
役員

History
沿革

取締役
Directors

監査役
Audit & Supervisory Board 
Members

執行役員
Executive Officer

常勤監査役
Full-time Audit & Supervisory Board Members

1964年3月

1974年3月

1987年10月

1989年7月

2004年12月

2009年8月

2009年10月

2009年10月

2012年2月

2014年6月

2014年8月

2015年8月

2015年11月

2016年1月

2016年4月

2016年4月

2016年6月

2016年7月

2016年9月

2016年12月

2017年1月

2017年2月

2017年5月

2017年6月

海外渡航者を対象に渡航用品の販売を目的に大阪府大阪市へ株式会社トラベラー商会を設立

海外みやげ品販売を本格開始

本社を東京都千代田区に移転

社団法人日本証券業協会に店頭登録銘柄として株式を登録

日本証券協会への店頭登録を取り消し，ジャスダック証券取引所に株式を上場

レッドホースグループが株式を取得し親会社となる

CI導入、RHトラベラー株式会社へ商号変更

100%子会社アイマーケット株式会社を吸収合併

レッドホースグループによるTOB成立によりジャスダック上場廃止

ふるさと納税事業へ参画

東京国際空港（羽田空港）国際線旅客ターミナルビルに羽田空港国際線店を開設

地域活性化ブランド”MARUMIE”を開発

地域活性化アンテナショップ　”MARUMIE PLAZA大阪EXPOCITY店”をオープン

親会社、Redhorse Corporationが台湾市場（Taipei Exchange)へ上場

グループブランディングにより、レッドホースコーポレーション株式会社へ商号変更

本社を東京都江東区に移転

ふるさと納税サイト”ふるまる”をオープン

ウェルネス事業進出の為、事業部を設置

エデュテインメント事業に進出の為、100%子会社レッドホースエデュテインメント株式会社を東京都江東区へ設立

Project EARTH合同会社の出資を取得し、Orbi大阪の運営を開始

オフィスドリンクサービス事業”BIOSQ”へ進出

Redhorse OSAKA WHEEL（大阪府吹田市）の運営を開始

子会社レッドホースエデュテインメント株式会社を大阪府豊中市に移転し、Project EARTH合同会社を吸収合併

地域活性化事業拡大の為、旅行業免許（東京都知事登録旅行業第3-7385号）を取得

レッドホースコーポレーション株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3丁目 2番 24 号 豊洲フォレシア 9階
03-5144-5721
昭和 39 年 3月
1億円
824 名（平成 30 年 4月 1日現在）
平成 29 年 12 月期　22,475 百万円
代表取締役会長 兼 社長　川崎　貴聖
各種旅行用品の開発・販売、世界各国の雑貨、民芸品および食品の輸入・販売、
国内特産品の開発・販売、国内特産品の開発・販売、自治体の地域活性化を
目的としたコンサルティング、インバウンド旅客向け事業、娯楽と教育を融合する
エデュテインメント事業、ウェルネス商品の販売

取締役副会長
Vice Chairman of the Board

宮本 隆温
Takaharu Miyamoto

9

CompanyProfile

社 名
本 社
T E L
創 業
資 本 金
従業員数（連結）
売 上 高
代 表 者

事 業 内 容

代表取締役会長 兼 社長
Representative Director and Chairman and President

川崎 貴聖
Takamasa Kawasaki

社外取締役
Outside Director

廣田 正
Tadashi Hirota

社外取締役
Outside Director

菱田 哲也
Tetsuya Hishida

社外取締役
Outside Director

福羽 泰紀
Yasunori Fukuha

齋藤 通
Toru Saito

常務執行役員
Managing Executive Officer

久秋 貞雄
Sadao Hisaaki

常務執行役員
Managing Executive Officer

渡邊 崇
Takashi Watanabe

執行役員
Executive Officer

廣瀬 陽子
Hirose Yoko



List of offices
拠点一覧

北海道・東北

札幌営業所
〒060-0004
北海道札幌市中央区北四条西3-1
北海道建設会館3F 
011-223-7560

盛岡営業所
〒020-0026
岩手県盛岡市開運橋通4-28
開成プラザ605号
019-626-2791

仙台営業所
〒981-0915
宮城県仙台市青葉区通町2-5-28
アクス通町 401号
022-728-8310

関 東

東京第一営業所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-12-4
アコード新宿ビル402号室
03-5361-7013

東京第一営業所
（千葉）
〒260-0027
千葉県千葉市中央区新田町12-1
トーシン千葉ビル4F 
043-238-9671

東京第二営業所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-12-4
アコード新宿ビル402号室
03-5361-7014

東京第三営業所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-12-4
アコード新宿ビル402号室
03-5361-7013

北関東営業所
（水戸）
〒310-0803
茨城県水戸市城南2-9-12
第3プリンスビル2F 
029-227-7551

成田空港販売センター
〒282-0004
千葉県成田市成田空港内
第2旅客ターミナルビル本館2FM2138 
0476-34-6241

成田空港
おみやげカウンター
（事務所連絡先）
〒282-0004
千葉県成田市成田空港内
第2旅客ターミナルビル本館2FM2138 
0476-34-6241

旅行用品専門店
レッドホース千葉店
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1000
センシティタワー4F 
043-238-9678

日本のおみやげ専門店レッドホース「桜」
（事務所連絡先）
〒282-0004
千葉県成田市古込1-1
成田空港第二旅客ターミナルビル
080-2022-1557

世界のおみやげミニコンビニ SKY MARKET 
羽田空港国際線到着口店
〒144-0041
東京都大田区羽田空港2-6-5
東京国際空港国際線旅客ターミナルビル2F
03-3747-0787

信信 越

新潟営業所
〒950-0087
新潟市中央区東大通2-5-1 KDX新潟6F
025-248-7751

長野営業所
〒380-0823
長野県長野市南千歳1-10-6 藤栄ビル4F
026-228-9411

北北 陸

北陸営業所
（富山）
〒930-0088
富山県富山市諏訪川原2-2-2
MIYAJIMAビル3F 
076-422-8810

北陸営業所
（金沢）
〒920-0852
石川県金沢市此花町5-6
ライフ金沢第一ビル7F
076-261-3282

東東 海

名古屋営業所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-19-24
名古屋第一ビルディング6F 
052-232-0521

名古屋営業所 営業4課
（旧豊橋営業所）
〒440-0888
愛知県豊橋市駅前大通2-33-1
開発ビル4F 
0532-52-3121

静岡営業所
〒422-8062
静岡県静岡市葵区栄町3-1
あいおいニッセイ同和損保静岡第一ビル6F
054-252-0175

中部空港販売センター
〒479-0881
愛知県常滑市セントレア1-1
中部国際空港 アクセスプラザ内
0569-38-0381

中部空港
おみやげカウンター アクセスプラザ店

近 畿

大阪営業所
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1-10
大阪建築会館8F
06-6943-5111

神戸営業所
〒650-0034
兵庫県神戸市中央区京町71
山本ビルB1階
078-333-1153

京都営業所
〒601-8414
京都府京都市南区西九条蔵王町30-1
三井生命京都南ビル4F
075-693-7819

旅行用品専門店
レッドホース大阪店
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町3-1-18
NS21ビル1F 
06-6943-5105
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〒479-0881
愛知県常滑市セントレア1-1
中部国際空港 アクセスプラザ内
0569-38-0381

関西空港販売センター
〒598-0048
大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地
りんくうゲートタワービル17階 
080-3607-1733



関西空港
おみやげカウンター
〒549-0011
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１番地
旅客ターミナルビル4F 
072-460-1060

旅行用品専門店
レッドホース関西空港店
〒549-0011
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
旅客ターミナルビル3F B-326 
072-456-6665

ミニ・コンビニ 
SKY MARKET 関西空港店
〒549-0011
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
旅客ターミナルビル1F 
072-456-8955

旅行用品専門店
レッドホースりんくう店
〒598-0048
大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地
りんくうゲートタワービル17階
072-460-1060

REDHORSE
MARUMIE PLAZA
EXPOCITY
〒565-0826
大阪府吹田市千里万博公園2-1
EXPOCITY 内 Q棟2階
06-4864-2445

四四 国

四国営業所
（高松）
〒760-0055
香川県高松市観光通2-2-15ダイヤビル6階
087-862-8190

四国営業所
（松山）
〒790-0003
愛媛県松山市三番町7丁目13-13
ミツネビルディング6F
089-945-6071

中 国

岡山営業所
〒700-0903
岡山県岡山市幸町8-29
三井生命岡山ビル13階
086-231-5751

広島営業所
〒730-0031
広島県広島市中区紙屋町1丁目6-1
紙屋町ガレリアビル3F 
082-544-0440

九州・沖縄

福岡営業所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-1-29
第5明星ビル5階
092-771-1591

熊本営業所
〒862-0954
熊本県熊本市中央区神水1丁目3-12
渡航サービスセンター内
096-381-3757

鹿児島営業所
〒892-0844
鹿児島県鹿児島市山之口町2-30
鹿児島第一・海上ビル6F 
099-227-3961

沖縄営業所
〒900-0033
沖縄県那覇市久米2-4-14
JB・NAHAビル6F 
098-866-7351

福岡空港販売センター
〒816-0051
福岡県福岡市博多区青木739
福岡空港国際線旅客ターミナル3F 3021D
092-482-2551

旅行用品専門店
レッドホース アクロス福岡店
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-1-1
アクロス福岡3F 
092-722-6262

旅行用品専門店
レッドホース福岡空港国際線ターミナル店
〒816-0051
福岡県福岡市博多区青木739
福岡空港国際線旅客ターミナル3F
092-412-3037

旅行用品専門店
レッドホース北九州AIM店
〒802-0001
福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1
アジア太平洋インポートマート2F
 093-531-9359

[物流センター]
カスタマーサービス部
ロジスティックセンター
〒581-0067
大阪府八尾市神武町2-24
日本通運㈱天王寺支店内
072-995-7781

[コールセンター]
カスタマーサービス部
カスタマーサービスセンター
〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座2-2-18
いちご西本町ビル
06-6578-2730
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List of offices
拠点一覧



日本
Japan

香港
Hong Kong

台湾
Taiwan

台湾オフィス
10550 台北市松山区南京東路三段 337号 12楼 D室

TEL :(886) 2-8712-2928
FAX:(886) 2-8712-2927

香港オフィス
香港九龍官塘道388號 創紀之城1期1座37樓 3711-3712室
TEL:(852) 3996-7393　
FAX:(852) 3996-7394
http://www.redhorsecorporation.com/jp

◆営業所／全国26拠点 店舗／16店舗
◆空港販売センター：成田空港・中部空港・関西空港・福岡空港
◆おみやげ受付カウンター：成田空港・中部空港・関西空港
◆物流センター：大阪府八尾市
◆受注センター：大阪市西区
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Bases Infomation
拠点情報

本社／〒135-0061 東京都江東区豊洲3丁目2番24号
TEL:03-5144-5721
FAX:03-5144-5741




