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我々は旅行土産の宅配サービスを行う企業として長年事業を行ってきました。

それは旅行が今よりも身近ではなかった時代、我々はお土産というものを通じて、

人々の笑顔を創ることのお手伝いをするというものでした。

しかしながら旅行がより身近なものとなり、また目まぐるしく情勢が変化する昨今において

我々はいつまでもそこに留まっているわけにはいきません。

人々の笑顔を創る、そのマインドは残しつつ

我々はこの地球上に生きる1人ひとりを大事に想い、

そしてすべての人の幸福へと繋げていけるよう

人々の暮らしをより豊かにする様々なサービスを展開していきます。

全ての人々の想いに寄り添い、

その時々の環境から見出される課題・ニーズに合わせた

当社でしか作り得ない新たな価値を提供し続けて参ります。
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企業理念

「 VISION 」 「 MISSION 」 「 VALUE 」



1. 信頼と個の尊重

行動指針

2. 圧倒的、傾聴力

3. 一人ひとりがプロフェッショナル

4. 相手の笑顔を想定し、検証し続ける

5. スピードと機会を逃さない

VISION

MISSION

VALUE

VALUE

将来のあるべき姿

使命・目的

具体的な指針・価値基準

あなたの想いからはじまる、
新たな価値を「ソウゾウ」する企業

ふたつのソウゾウリョクで、
人々の暮らしに新しい選択肢を提供する

想いに寄り添う

当社の考える「あなた」とは、当社の顧客、取引先企業、 従業員とその家族など、
過去・現在・未来において当社を取り巻く すべての人々のことです。
当社は、これらの人々のことを想う、またそれぞれの抱える想いに 寄り添うこと
によって当社でしか作りえない新たな価値を生み出し、提供し続けていくことを
目指しています。

世の中の人々がまだ気付いていない課題やニーズを見つけ出し解決する為、
想像と創造、 ふたつの「ソウゾウリョク」を発揮し、安心・安全・成長・充実した
暮らしを実現するための選択肢を提供します。

レッドホースコーポレーション全ての社員が
理解し実行する価値観・行動指針が「想いに
寄り添う」ことです。
私たちは一人ひとりの社員自身とその家族、 
顧客、株主すべての人を想って、その想いに
寄り添い、共に分かち合う時間を 大切にし
ていきます。
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充実した暮らしを願う、生活者。スムーズな事業運営を願う、企業や自治体。多くの皆さまの想いを
想像力豊かに思い浮かべながら、価値ある事業を創造していく……この「想像力」×「創造力」から
導く価値こそが、私たちレッドホースの明日への躍動力です。常識を超えて、失敗を恐れることなく。
私たちは、皆さまの想いの数だけ新しい事業展開に挑んでいきたいと思います。

ふたつのソウゾウリョクで
人々の暮らしに新しい選択肢を提供する

事業内容



返礼品の調達・受発注管理や寄附者様からのお問い合わせ対応など、
「ふるさと納税」の業務は多岐に渡ります。自治体ご担当者の負荷軽減
と地域活性の両立をめざし、2014年から全国各地のふるさと納税業
務をサポートしています。

ふるさと納税支援体制

サービス一覧／まるっとおまかせサポート・furusato360

ふるさと納税支援サービス

ふるさと納税返礼品情報・在庫情報・ 寄附者情報を一元管理し、複数
サイトに自動反映することで、 商品登録や更新の手間と時間を簡略化
できます。導入も簡単。Webが不得意な方でもわかりやすいインター
フェイスで運用できます。

https://www.redhorse.co.jp/furusato-nozei/
https://furusato360.biz/
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サービス一覧／OWL

https://owl-food.com/

市場を通すことなく農作物の生産者と購入者をダイレ
クトでつなぎ、ベストマッチングを支援するWebマー
ケットです。生産者と購入者間でのチャット機能も装
備。物流・流通の経験ノウハウを活かした運営コスト
の低減も魅力です。

産直D2Cサービス
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サービス一覧／REDEE
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https://redee.game/

「エデュメント」とは、「エデュケーション」と「インター
テイメント」の造語。ゲーム体験を通じて、子供たちが
ITツールやプログラミングなどへの興味を喚起できれ
ば。この国のIT人材育成の一助になれば・・・そんな想
いと共に運営するゲーム/ eスポーツ施設です。

エデュテインメント施設
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サービス一覧／ワークマンハウス

https://workman-house.com/

北海道に開設している、工事関係者のための宿泊施
設です。ゲストハウスで培ったノウハウを活かし、1泊
から長期に渡る滞在まできめ細かなおもてなしをご提
供。地域の振興・復興を側面からサポートします。

工事関係者向け宿泊施設
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サービス一覧／Kitaete

多くの皆さまに、活き活きとした笑顔あふれる毎日を！
そんな想いから発想したオンライン・フィットネスサー
ビスです。お気に入りのトレーナーの動画レッスンを、
いつでもどこでも手軽なプライスで受けられます。

https://kitaete.me/

オンライン・フィットネス



9

サービス一覧／tokyoCREATIVE
( グループ会社：Tokyo Creative株式会社 )

在日外国人インフルエンサーと提携し、フォロワー数
は約1700万。これによる波及効果とSNS、広告など
のPR支援により、自治体や企業の皆さまの訪日イン
バウンド集客をお手伝いします。

インバウンド販促サービス

https://www.tokyocreative.jp/ja/
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サービス一覧／tune・Torune

旅人の満足をもっと広げたい。地域活性化につなげたい。そんな想い
と共に北海道函館で展開しているのが、音楽、旅、宿というコンセプト
の調和から生まれた新しいスタイルのゲストハウス「TUNE」です。

ゲストハウス

カメラや写真好きな旅人のために、北海道札幌市で展開しているゲス
トハウスです。カメラや写真を通してお客さま同士、さらに地域コミュ
ニティを巻き込んだ交流拡大をめざします。

https://tune-hakodate.com https://torune-sapporo.com
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サービス一覧／サラモル

サブスクリプション
ボックスサービス

https://saramoru.com

地域自慢のグルメを、「常温保存可能」・「賞味期限が3
か月以上」の食品に絞り毎月5～6品お届けしていま
す。地域振興に加え、「ローリングストック」の考え方な
ど防災意識の向上も担います。



会社概要 沿革

取締役会
Board of Director

常務会
Executive Meeting
Corporate Officer

2009年

2012年2月

Redhorse Groupとしてコンシューマー事業へ参入
同年8月に 旅行お土産通販を手がけるトラベラー社株式の過半数を取得し子会社化する（経営権取得）

Redhorse Corporation香港によるTOBで100％子会社化（JASDAQ上場廃止）

2014年6月 自治体・事業者への後方支援業務として、ふるさと納税事業へ参入

2014年10月 予防医学としてウェルネス事業へ参入

2015年8月 大阪EXPOCITYに日本最大級の観覧車「Redhorse OSAKA WHEEL」を建造

2016年1月 持ち株会社Redhorse Corporation香港（現Redhorse Group Co.Ltd）が
台湾市場（Taipei Exchange）へ上場（証券番号2928）

2016年2月
ウェルネス事業：
「アスパラルチン」が、ヘルシーDo(北海道食品機能性表示制度)を取得

2016年4月
Redhorse Groupとしてのグループブランディングのため、
レッドホースコーポレーション株式会社へ商号変更し、CI（corporate identity）を刷新

2016年4月 本社を東京都江東区に移転

2017年6月 旅行業免許（東京都登録旅行業第3-7385号）を取得

2019年1月 ふるさと納税返礼品一元管理プラットフォームとして『Furusato360』を開始

2019年5月 防災ソリューションコンサルティングに参画（『蓄電池』販売を開始）

2019年12月 産直D2C事業として、生産者に寄り添った新しい地方創生を目指すサービス『OWL』を開始

2020年4月 通信事業ノウハウの蓄積と5G時代を見据え、コミュニケーション事業に参画

2020年6月 監査役設置会社から指名委員会等設置会社へ移行

2019年12月 ウェルネス事業：
「アスパラルチン」は機能性表示取得と共に、『スイミナイト』へリニューアル発売

2020年3月 子供たちがゲームを通じ、コミュニケーション・科学技術の知識を育む場として
大阪EXPOCITYに日本最大のeスポーツ専用施設「REDEE」を開業

2020年3月 店舗運営事業部門を分社化し、新会社『レッドホースプラス株式会社』を設立

レッドホースコーポレーション株式会社

昭和 39年 3月

〒130 -0015 東京都墨田区横網1-10-5  KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階
0570 -003155

1億円
325名（2021年4月1日現在）
令和1年12月期　21,186百万円

コンシューマー事業全般、地域産業支援及び活性化事業、ウェルネス事業、ギフト事業、エデュテインメント事業（eスポーツ）

代表執行役
グループCEO

周 泰鳳
Bruce SHU

小川 恵司

監査法人やまぶき

Keiji OGAWA

指名委員
監査委員

指名委員
報酬委員

報酬委員
監査委員

会計監査人

執行役

執行役員

取締役(社外) 監査委員(委員長)

廣田 正
Tadashi HIROTA

長瀬 眞　
Shin NAGASE

齋藤 通
Toru SAITO

取締役会長 指名委員(委員長) 周 直子
Naoko SHU

代表執行役社長
グループCOO

執行役副社長 
ビジネスソリューションカンパニーCEO

執行役常務
デジタルマーケティングカンパニーCEO

執行役

宮本 隆温
Takaharu MIYAMOTO

竹中 恒一
Koichi TAKENAKA

辻野 憲一
Kenichi TSUJINO

山田 健介
Kensuke YAMADA

HistoryCompany Profile

社 名
本 社
T E L
設 立
資 本 金
従 業 員 数
売 上 高
代 表 者
事 業 内 容

代表執行役社長  グループCOO　宮本 隆温

2020年10月 Tokyo Creative株式会社の発行済み株式を69.6％取得し子会社化する

取締役 報酬委員(委員長) 小野沢 隆
Takashi ONOZAWA

周 亮植
Ryoki SHU

橋本 博生
Hiroki HASHIMOTO

大谷 拓
Taku OTANI

中川 智博
Tomohiro NAKAGAWA

2021年10月 本社を東京都墨田区に移転

樋口 大輔
Daisuke HIGUCHI
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List of offices
拠点一覧

レッドホースコーポレーション株式会社

第二本社 情報戦略研究所
〒105-0013
東京都港区浜松町1-10-17
KOYO BUILDING 5階
03-6402-7614

本社
〒130-0015
東京都墨田区横網1-10-5
KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階
0570-003155

Tokyo Creative株式会社

〒130-0015
東京都墨田区横網1-10-5
KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階
レッドホースコーポレーション株式会社内

四国支店
〒769-2702
香川県東かがわ市松原678-1
0879-25-6023

[ 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
〒551-0011
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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日本
Japan

香港
Hong Kong

台湾
Taiwan

台湾オフィス
105020 台北市松山区南京東路三段337号12階D室

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

香港オフィス
香港九龍観塘観塘道414号 ワンパシフィックセンター29階2952室 
TEL:(852) 3996-7393　
FAX:(852) 3996-7394

https://www.redhorse-group.com

Bases Infomation
拠点情報

本社／〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5　KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階
TEL : 0570-003155
FAX: 03-5637-3880

第2本社 情報戦略研究所／〒105-0013 東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING 5階
TEL: 03-6402-7614
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