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１．調査概要 

調査対象 日本中央競馬会（ＪＲＡ） 

調査手法 訪問ヒアリング調査 

調査実施日 平成２３年２月２４日（木） 

 
 

２．「日本中央競馬会（ＪＲＡ）」概要 

 

１）「日本中央競馬会」について 

 

名称 日本中央競馬会 

所在地 東京都港区西新橋１丁目１番１９号 

設立年月日 昭和２９年９月１６日 

資本金 ４９億２,４１２万９千円 政府全額出資 

設立目的 
・日本中央競馬会法第１条には設立の趣旨として「競馬の健

全な発展を図って、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与

するため」とあるが、競馬施行の社会的意義は国民的  

レジャーを提供することにもあるといえる。 

法人格 ・日本中央競馬会法（昭和２９年７月１日法律第２０５号）

に基づく特殊法人。公共性の強い法人で農林水産大臣の監

督下に置かれている。 

Keibahouoyobi 

日本中央競馬会法

の改定 

・競馬法は昭和２３年、また日本中央競馬会法は昭和２９年

に制定。その後、お客様は大幅に増加し、発売金も飛躍的

に増大するなど、一般の人々の競馬に対する理解と関心も

年々高まってきた。 

・そうした状況の下で、平成３年には、時代の要請に的確に

応えた事業運営を行うことにより、将来にわたる中央競馬

の安定的な発展を確固たるものとするため、競馬の公正確

保の強化と競馬の収益の一層の有効活用を図る法律改正

（競馬法および日本中央競馬会法の一部改正）が行われ

た。 

・また、平成１７年の競馬法の一部改正では、成人学生の勝

馬投票券購入制限を除外するなどの見直しが行われた。 

・そして、平成１９年の競馬法および日本中央競馬会法の一

部改正により、払戻金の上乗せが可能となり、また、日本

中央競馬会に経営委員会が設置されることとなった。 
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２）組織について 

 

●本部 

・東京都港区西新橋にある本部および六本木事務所がＪＲＡの中枢として競馬場などを 

統括。 

・また本部には馬事公苑、競馬学校、競走馬総合研究所、育成牧場（２場）、東西トレー 

ニング・センター等７つの附属機関がある。 

 

●競馬場・ウインズ(場外発売所) 

・競馬場の最大の業務は、いうまでもなく中央競馬を開催することである。 

・中央競馬を開催している競馬場は、札幌・函館・福島・新潟・中山・東京・中京・京都・ 

阪神・小倉の１０ヵ所。 

・中央競馬の開催日数は法律の規定により、年間合計で２８８日以内となっており、 

平成２１年度は２８８日間開催。 

・ウインズ（場外発売所）は、戦後の競馬を復興させる施策の一環として、また競馬 

場へ行くことのできないお客様の便宜を図るために設置。 

昭和２３年に東京の銀座に設置されたのがはじまりで、現在は全国の各地区に計３９カ

所（平成２２年４月１日現在）のウインズ等が設けられている。 
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３）全国事業所 
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４）年間スケジュール（２０１１年） 
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５）サービスについて（日本中央競馬会発信資料より抜粋） 

 

 ①活性化する国際化 

 

●国際化への取組み 

日本の競馬の「国際化」は、昭和５６年に国際 

招待競走ジャパンカップの創設から始まる。 

以降、外国調教馬が出走することができる国際交 

流競走を段階的に増やすなどの国際化を推進し、 

平成１９年に世界で１６番目のパートＩ国となる。 

 

平成２２年にはＧＩ２２競走を含む全ての重賞 

競走（平地）が国際交流競走となる。 

また、平成２１年より本邦外居住馬主の登録申請 

の受付を開始し、ＵＡＥドバイ首長のモハメド殿 

下が外国に居住するＪＲＡ馬主第１号となっている。 

 

●国際競馬シリーズ 

同時に海外の競走と連携した国際競馬シリーズも 

実施されている。平成１７年に、レーシング・ヴィクト

リア（豪）、アスコット競馬場（英）と連携し、各国の

代表的な短距離レースをシリーズ化するという世界で初

めての国際短距離シリーズ「グローバルスプリントチャレンジ」（ＧＳＣ）を設立。 

平成１８年からは新たに香港ジョッキークラブを加えた４ヵ国７競走で行われ、さらに 

平成２０年からはニューマーケット競馬場（英）を加えた４ヵ国８競走で実施されている。

また、アジア地域の競馬振興を目的として、平成１７年に日本および香港のマイル競走を

提携した「アジアマイルチャレンジ」（ＡＭＣ）を設立。 

翌１８年からはメルボルンレーシングクラブ（豪）、ドバイレーシングクラブ（ＵＡＥ） 

も加わり、合計４競走で実施されている。 

 

●海外での日本馬の活躍 

近年では日本馬が海外の競走に出走することも珍しくなくなり、平成１０年にシーキ

ングザパール号がフランスのモーリスドゲスト賞（Ｇ１）で日本調教馬として初めての

海外 G1制覇を達成したのを皮切りに、平成１１年にはエルコンドルパサー号がフランス

のサンクルー大賞（Ｇ１）で優勝、ヨーロッパ競馬の最高峰である凱旋門賞（Ｇ１）で

も２着と健闘し、また平成１３年には香港国際４競走のうち３競走で日本馬が優勝する

など大舞台での活躍も目立つようになっており、日本の競馬が国際的に注目される一助

となっている。 

 

 

 

ジャパンカップ（ＧＩ）  
優勝馬  
ウオッカ 

 

ジャパンカップダート（ＧＩ） 
優勝馬 
エスポワールシチー 
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平成１８年にはオーストラリア最大の競走であるメルボルンカップ（Ｇ１）でデルタ

ブルース号とポップロック号が１、２着になる快挙を成し遂げ、続く平成１９年もアド

マイヤムーン号がナドアルシバ競馬場（ＵＡＥ）で行われたドバイデューティフリー（Ｇ

１）で優勝するなど、その活躍によって海外においても日本馬が高く評価されるように

なっている。 

 

●騎手招待競走 

騎手の交流を通じて、国際親善を深めるとともに   

世界の一流騎手の技術を知り、わが国の騎手の騎 

乗技術向上を図るために、ワールドスーパージョ 

ッキーズシリーズが昭和６２年に創設。 

現在では、８人の世界のチャンピオン騎手と７ 

  人の日本代表騎手が技量を競うこのシリーズは、 

国際スタンダードとして、世界の競馬カレンダー 

に定着している。 

 

●国際会議と日本の役割 

平成２１年には、ＪＲＡの代表がＡＲＦ会長に 

就任し、アジアにおける国際化をリードする役割 

も担うようになる。 

競馬の国際化とは、単にレースに参加すること 

だけではなく、様々な国際会議等を通して、意見 

交換や交流にもあると考えている。 

アジア諸国間の親善と相互理解の促進および加盟国間の競馬交流を目的として、日本の

提唱によって現在のアジア競馬連盟（ＡＲＦ）の基礎となるアジア競馬会議（ＡＲＣ）が

創設され、第１回大会が昭和３５年に東京で開催。 

現在はアジアとその周辺の２２ヵ国・地域により構成され、定期的に会議を開催してお 

り、平成２０年１１月には、２３年ぶりに東京でＡＲＣが開催された。 

 

また、世界に蔓延し始めた競馬を対象とする違法インターネット賭事に対抗するため、

平成１４年にＪＲＡと香港ジョッキークラブは、お互いの統括権を尊重し、調印国の住

民を対象として馬券の発売を行わないといった、国際間賭事の基本ルールとなる「善隣

政策」に調印し、その後平成１６年には当時ＡＲＦに加盟する全２０ヵ国が調印。この

流れを受け、世界の競馬の根幹ルールとなる「競馬と生産に関する国際協約」に善隣政

策の理念が反映され、「競馬、生産および賭事に関する国際協約」と名称も変更された。

ＪＲＡは昭和３０年に「競馬国際協定」に加入し、昭和３３年にＮＡＳＲＣ（北米州競

馬委員会全国協会）の総会に初参加して以来、国際会議には積極的に出席している。 

 

ＷＳＪＳ表彰式 

 

アジア競馬会議 
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昭和４８年以降は世界の主な競馬統括機関が集う「ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）

年次総会」（通称パリ会議）に毎年出席し、日本は平成１４年からこの連盟の執行協議

会メンバーとして、ＩＦＨＡ年次総会（パリ会議）の準備、ＩＦＨＡの将来戦略、競走

当日の裁決ルール及び馬の福祉に関する取組み等について、ＡＲＦを代表し世界の競馬

の発展と振興のための主導的な役割を果たしてきた。平成２１年には常任国として任命

される。 

 

●国際親善 

ニュージーランドトロフィー、アルゼンチン共和国杯、エプソムカップ、ローレル競

馬場賞中山牝馬ステークス、そしてアーリントンカップといった重賞競走は競馬ファン

に親しまれているだけでなく、交換競走として国際親善を深めるために寄与している。 

 

その他の交換競走として、平成元年にはオーストラリアの競馬クラブとの３競走を京

都競馬場で施行し、また菊花賞５０周年を記念して、そのモデルとなった英国最古のク

ラシック競走セントレジャーを開催するドンカスター競馬場との交換競走を創設。現在

では２５の交換競走が行われている。 

 

競走面からの国際親善を図るだけでなく、文化面からの国際親善にも力を入れ、平成

３年にはオーストリアのスペイン乗馬学校の日本公演を実施し、平成１０年には、この

年が「日本におけるフランス年」にあたったことを記念して、フランス国立馬術学校カ

ドルノワール・ド・ソミュールの日本公演を実現させ、馬術を通じた日本とフランス両

国の文化交流の発展に寄与した。 

 

 

②お客様へのサービス 

他のレジャーとの激しい競合の中で来場者・競馬ファンを増やすために「来場者・フ

ァンにおもしろく、楽しい、快適なレジャータイムを過ごしていただく」という観点か

ら、他のレジャー産業よりも高い水準のサービスを随時意識し取り組んでいる。レース

そのものの魅力向上に加え、付帯サービスの向上にも注力している。 

  具体的には、来場者・競馬ファンに対するアンケート調査の活用、電話やメール等に

よる要望の集約、他のレジャー産業や公営競技が実施しているファンサービスの実態分

析などを行い、それらを基に市場で求められているサービスを企画・実施している。競

馬の開催時のサービスは、大きく３つに分類して考えられている。 
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 ●競馬そのものの魅力の向上 

 ・観戦スポーツ的な側面としてレースのおもしろさと賭けごととしての魅力を 

アピールすること。 

・より良いレースや競馬番組の提供 

この２点は、サービスというよりも競馬の持つ基本的かつ本質的な商品 

（価値・品質）の部分に相当する。 

・また、最近ではレースという側面からだけでなく、「馬にファンがつく」、 

「毎年決まったレースを観戦する」、 

「競馬場を楽しむ」など毎年「競馬その  

ものの魅力」が多様な側面を含んだレジ 

ャーとして評価されるようになってきて 

いる。 

そこで、時代に相応した新しい価値観   

をお客様に見いだしていただけるように、   

様々なサービスも行っている。 

 

 

 

 

③ハード面のサービス 

「快適な総合レジャー施設としての環境づくり」として、ハード面のサービスの充実

に力を入れている。来場者に快適で楽しいレジャータイムを過ごしていただくには、施

設の占める比重はきわめて大きく、施設もまた来場者サービスの一部と考えられている。 

 

具体的な取組みとして 

・スタンドの改築・グレードアップ、ウインズのリフレッシュ 

冷暖房、食堂施設、トイレ、指定席および一般席、シニア席、投票関係施設、休

憩所、ウインズにおけるエクセルフロア設置 等 

・情報関係設備の充実 

ＩＴＶ、ターフビジョン（大型映像ディスプレイ）、映像伝送システム、 

その他のメディア 等 

・その他 

遊園地、場内緑化・美化、駐車場の拡充 等が挙げられる。 

 

 

競馬場内・遊園地 
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④ソフト面のサービス 

ソフト面のサービス対しても意識は高く、「便利で、満足のいく種々のもてなし」 

をテーマとして取り組んでいる。 

競馬を含めたレジャー産業は、ソフト面のサービスを提供する使命があると考え、い

かにお客様により良いサービスを提供し、他のレジャーと比較しても優位性のあるもて

なしをするか、といったことがきわめて重要になると考えている。 

 

  具体的なサービスとしては、 

・接客マナーの向上 

職員および開催従事員に対する、接客態度や商品知識の教育訓練の強化 等 

・情報サービスの充実 

ＩＴＶ、ターフビジョン（大型映像ディスプレイ）、映像伝送システムなどによ

リ提供している情報の内容の充実、ＰＲコーナーの運営、レーシングプログラム

（出馬表）の充実、競馬中継の拡大、ホームページの拡充 等 

・食堂の改善 

メニュー・食事内容の改善、ワゴンサービス・ファーストフーズの導入 等 

 

また、その他にもサービスの一環として、各競馬場・ウインズで実施するイベント・ 

  アトラクション・来場者プレゼント等の充実へも取り組んでいる。 

競馬の開催におけるお客様へのサービスとして「競馬そのものの魅力の向上」を基本に、 

お客様が「快適な総合レジャー施設の中での種々のサービス」を楽しまれるよう“競馬 

を核とした総合レジャー”の展開を目指している。 
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３．調査結果 

 

１）外国人客誘致に至った経緯 

  日本中央競馬会では、２００６年頃より外国人観光客の誘致を始めている。 

こうした取り組みの背景には、以下のような事柄が挙げられる。 

 

① 平成９年度をピークに、以降は売上が減尐 

② 来場者数の減尐 

③ 国際パートⅠ国となった 

④ アジアを中心とする海外からの観光客の増加 

※日本中央競馬場利用者には東アジアからの観光客の割合が多い 

 

２）戦略の３本柱 

  海外からの来場者取り組みついて以下を戦略の３本柱としてプロモーション・販売に 

取組んでいる。 

   ・外国からの旅行時の目的のひとつとしての競馬場来訪促進 

   ・日本着地後の旅行コンテンツとしての競馬場来訪促進 

   ・在住・長期滞在者を対象とする競馬場来場来訪促進 

 

３）これまでの取り組み 

  上記３本柱の戦略に基づく外国人誘致における取組として、以下のような取り組みを行

っている。 

 

  ①外国人を対象とした販促ツールの制作 

   ●「Ｈｏｗ ｔｏ Ｂｅｔ」 

馬券の買い方を紹介。 

カードの上から貼ると翻訳された状態になる「マークカード」という記入支援 

ツール付。 

中国語（簡体字及び繁体字の２種）、韓国語及び英語の３言語で作成。 

日本中央競馬会の外国版ＨＰにて閲覧可能にしている。 

   ●「Ｇｏ Ｒａｃｉｎｇ」 

    競馬初心者向けのパンフレット。機械の使い方から競馬の楽しみ方を紹介。 

中国語（簡体字及び繁体字の２種）、韓国語及び英語の３言語で作成。 

日本中央競馬会の外国版 HPにて閲覧可能にしている。 

   ●施設案内パンフレット 

    レストランや体験乗馬、キッズスペースなどの場所などを分かりやすく表記。 

各競馬ごとに作成している。 

中国語（簡体字及び繁体字の２種）、韓国語及び英語の３言語で作成。 
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  ②誘導サインの多言語化 

   ●新しく施設改善を行った施設では、誘導サインを英語、中国語及び韓国語の 

３か国語にて掲示。 

多言語化対応していない施設ではピクトグラムでの掲示を進めている。 

   

③海外への情報発信 

   ●機関誌・現地ガイドブックでの記事掲載。 

   ●インターネットでの記事掲載。 

 

  ④ツアー予約システムの確立 

   ●オフィシャルツアーの造成及び予約システムの整備。 

    ＪＴＢグローバルマーケティングと連動し、オフィシャルツアーを造成。 

    Ｗｅｂを活用し東京競馬場の全てのレースにおいて、１０席＋通訳付きが 

世界中どこからでも予約できるシステムを構築。 

 

  ⑤一流ホテルへの情報発信・ＰＲ 

   ●コンシェルジュを対象とした体験ツアーの開催。 

    宿泊者への紹介促進を目的に、実際に体験してもらうことによって、 

競馬の魅力を理解してもらえるような体験ツアーを実施。 

 

  ⑥在日外国人への紹介 

   ●在日韓国人及び在日中国人への情報発信。 

    中文同朊舎（在日中国人新聞社）やキャチャロ新聞（韓国人向け新聞）にて 

記事を掲載。 

プレゼント企画なども実施。 

   ●在日欧米人への情報発信及び体験ツアーの開催。 

    メトロポリス（欧米人向けフリーペーパー）での告知。 

    アメリカンクラブといった欧米人コミュニティを対象としたツアーを開催。 

 



Ⅱ－３－（２）ＪＲＡ 

 

 

 

 

 

 

４）今後の課題・方向性について 

 

  ①「体験」への誘致・誘導 

   これまでの取組より、実際に「体験」してもらうことが最も有効な手段であること 

が分かった。今後の施策としては、いかに「体験」してもらうかという事を念頭に 

おいて様々な取組を行っていく。 

   

②中国人富裕層をメインターゲットとした施策の実施 

 今後も、アジアからの観光客は増加することが予想される。 

日本中央競馬会では、中国人富裕層を中心に誘致施策の展開を考えている。 

 

③来場者データマーケティング 

   これまで海外からの来場者や来場者国籍のデータを取っていないことから、 

   来場者調査の実施などによるプロモーションの効果測定を図ることが今後の課題。 

 

４．所感 

２００６年に海外からの来場者増加に向けた取り組みをスタートし、５年間の間にベッ

トに関する多言語インフラを全施設共通で実施し、観戦目的のみではなく馬主とのビジネ

スマッチングや国際・アジア協会の中でのポジションをも意識、リンクさせてのインバウ

ンド来場への取り組みは他のスポーツにおいても先進的な事例として参考にできるところ

が多い。 

 海外トラベルエージェント・メディアをはじめ、日本に拠点をおくトラベルエージェン

トやメディア、ホテルコンシェルジェ・女将などへのファムトリップの実施など観光と連

携したプロモーション活動にも勢力的に取り組んでいる。海外の競馬協会と連携した誘客

活動も成果を生み出している。 

 また、いち早く多言語予約システム・通訳付きパッケージツアーの造成・多言語ガイド・

競馬場紹介ＶＴＲの制作に取り組み、プロモーションのみならず、受け入れに関するサー

ビス実施の面も同時に整備を進めており多様な国々からの受け入れの準備を進めている。 

２０１０年に実施した調査に基づき、中国富裕者層獲得にむけた活動を２０１１年から 

実施する。 

変化の多いインバウンド市場を柔軟にとらえ、訪日旅行マーケットにおけるポジション 

や商品トレンドをキャッチしながら堅実な受け入れ態勢やレースメニュー充実など多角的

な訪日外客獲得への取り組みを実施している。課題は現状の来場者数属性などの効果測定

の実施と、来場者実数の増加にむけた更なるプロモーション戦略を構築することだと考え

られる。 

 


