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会社案



会社概要

 会社の商 ＪＲＡファ リテ ヸ 株式会社

JRA FACILITIES CO.LTD.

 代表者 代表取締役社長 木所 康夫

 設立 月日 昭和30 12月20日

 資 金 300,000,000

 ホヸムペヸ  https://www.jra-f.co.jp/

 法人番 7010401008238

 役員 

 社員数 ４９１名 令和４  ３月現在

 取引銀行 菱ＵＦＪ銀行新橋支店

代表取締役社長　木所　康夫
常務取締役 河原　太一　経営企画部・総務部担当
常務取締役 渡邉　淳一　営業部担当
常務取締役 坂本　勝也　施設関連部担当
取　締　役 大村　益央　総務部長・経営企画部長
取　締　役 大谷　幸宏　総務部担当部長
取　締　役 中村　義博　営業部長
取　締　役 三浦　隆之　施設関連部担当部長
取　締　役 小泉　勝　　美浦事業所長
取　締　役 戸泉　秀雄　非常勤
取　締　役 松永　正明　社外取締役
取　締　役 金子　憲康　社外取締役
監　査　役 篠田　章弘
監　査　役 佐藤　智彦

http://www.jra-f.co.jp/


営業種目

1 建築、土木、造園及び各種設備工事の設計、施工、管理、測

2 建物、馬場、造園及び各種設備の保 管理並びに関連資 の販売

3 施設等の清掃、環境衛生、防疫、廃棄物の管理及び警備業務

4 コンポストプラント、バイオマスプラント、競走馬スイミングプール
及び寮施設等の運営管理

5 調教監視補助並びに薬物検査に要する検体物輸送及び検体採取用器

の販売、管理

6 出走馬 覧表等各種刊行物の作製及び版 作成

7 飼糧、敷料及び添加物等の輸入並びに販売

8 馬の飼養及び調教に要する器具、用具、機 等並びに ッ ン、ヘル

メット、競馬用等物品の販売、賃 及び修理

9 薬品、 薬部外品並びに 療器具の販売及び修理

10 新聞、たばこ、その他の商品の販売及び飲食店の営業

11 不動産の売 、賃 、管理及び斡旋

12 損害保険代理業及び生命保険の募集等

13 前各 に付帯する 切の業務



社の所在地

事業所の所在地

 社の所在地 東京都中央 堀 目 ９番９

オ 堀

TEL 03-6631-9000 FAX 03-6631-9010

 事業所の所在地

栗東事業所 〒520-3085 滋賀県栗東市御園1028

栗東トレヸニン ヷ ンタヸ

TEL 077-558-0320

美浦事業所 〒300-0493 茨城県稲敷郡美浦

大字美駒2500-2

美浦トレヸニン ヷ ンタヸ

TEL 029-885-1352

幌事業所 〒060-0016 北海道 幌市中央

北16条西16 目1-1

幌競馬場

TEL 011-716-4129

函館事業所 〒042-8585 北海道函館市駒場 12-2

函館競馬場

TEL 0138-55-6450

福島事業所 〒960-8114 福島県福島市桜木 17-55

福島競馬場

TEL 024-535-3494

新潟事業所 〒950-3301 新潟県新潟市北 笹山3490

新潟競馬場

TEL 025-259-7026

中山事業所 〒273-0037 千葉県船橋市古作1-1-1

中山競馬場

TEL 047-336-4408



事業所の所在地

東京事業所 〒183-0024 東京都府中市日 1-1

東京競馬場

TEL042-362-4726

中京事業所 〒470-1132 愛知県豊明市間米 敷田1225

中京競馬場

TEL052-623-0019

京都事業所 〒612-8265 京都府京都市伏見

葭島渡場島 32京都競馬場

TEL075-631-3035

阪神事業所 〒665-0053 兵庫県宝塚市駒の 1-1

阪神競馬場

TEL0798-52-3379

小倉事業所 〒802-0841 福岡県北九 市小倉南

北方4-5-1小倉競馬場

TEL093-961-0654

全 事業所



営業所の所在地

 営業所の所在地

馬事 苑営業所 〒158-0098 東京都世田谷 用賀2-1-1

馬事 苑

TEL03-3427-1779

競馬学校営業所 〒270-1431 千葉県白井市根835-1

競馬学校

TEL047-492-0188

都宮営業所 〒320-0851 都宮市砥 321-4

馬事 苑 都宮事業所

TEL028-648-9730

栃木営業所 〒329-0412 栃木県 市柴1400-4

競走馬総 研究所

TEL0285-44-4541

全 営業所

 その他

支 所 場外勝馬投票券発売所 全 7ヶ所

競走馬総 研究所常磐支所 1ヶ所



取引

 日 中央競馬会

部

馬事 苑

競馬学校

競走馬総 研究所

競走馬総 研究所常磐支所

競走馬総 研究所栃木支所

日高育成牧場

宮崎育成牧場

栗東トレヸニン ヷ ンタヸ

美浦トレヸニン ヷ ンタヸ

幌競馬場

函館競馬場

福島競馬場

新潟競馬場

中山競馬場

東京競馬場

中京競馬場

京都競馬場

阪神競馬場

小倉競馬場

 地方競馬組 等

北海道軽種馬振興 社

岩手県競馬組

石 県競馬事業局

特別 競馬組

千葉県競馬組

神奈 県 崎競馬組

埼玉県浦和競馬組

愛知県競馬組

名古屋競馬株式会社

兵庫県競馬組

高知県競馬組

岐阜県地方競馬組

佐賀県競馬組




